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平成２５年第３回東伊豆町議会定例会会議録  

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                    平成２５年９月１０日（火）午前９時３０分開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

    １． ３番 飯 田 桂 司 君 

     １）町長の政治姿勢について 

    ２． ６番 藤 井 廣 明 君 

     １）町の職員数について 

     ２）公共工事について 

     ３）アスド会館について 

    ３． ５番 村 木   脩 君 

     １）町の政策について 

     ２）特別警報について 

    ４． ２番 内 山 愼 一 君 

     １）市民農園等について 

     ２）人にやさしいまちづくりについて 

     ３）観光の再生とまちづくりについて 

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

出席議員（１２名） 

     １番  須 佐   衛 君      ２番  内 山 愼 一 君 

     ３番  飯 田 桂 司 君      ５番  村 木   脩 君 

     ６番  藤 井 廣 明 君      ７番  栗 田 成 一 君 

     ８番  森 田 禮 治 君     １０番  鈴 木   勉 君 

    １１番  山 本 鉄太郎 君     １２番  居 山 信 子 君 



    １３番  定 居 利 子 君     １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 新 一 君 

教 育 長 金 指 善 郎 君 総 務 課 長 
兼 防 災 監 鈴 木 弥 一 君 

企画調整課長 吉 野 竹 男 君 税 務 課 長 鈴 木 敏 之 君 

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 

観光商工課長 梅 原 裕 一 君 建設産業課長 鈴 木 秀 人 君 

建 設 産 業 課 
技 監 高 村 由喜彦 君 建 設 産 業 課 

参 事 鈴 木 伸 和 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 齋 藤 容 一 君 消 防 長 久我谷   精 君 

水 道 課 長 山 口   誠 君 会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 鈴 木   孝 君 

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 中 村 健 司 君 書 記 鈴 木 文 昭 君 

書 記 中 山 美穂子 君   

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



 

開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  平成25年第３回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、残暑厳しい中御

出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本定例会には、平成24年度一般会計決算及び６つの特別会計決算の審査が上程されてお

ります。議員各位におかれましては、諸議案ともに十分御審議の上、円滑に議事を進行され

ますよう、切にお願い申し上げまして、開会のあいさつとします。 

  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３回定例会は成立しましたので、開会します。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（鈴木 勉君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  13番、議会運営委員長、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より、平成25年第３回定例会の運営につきまして御報告いたします。 

  まず、本定例会には、７名の議員の方より一般質問が通告されております。一般質問の趣

旨をよく御理解いただき、円滑な質疑、答弁がなされますよう御協力をお願いいたします。 

  本定例会の提出案件といたしましては、専決承認が２件、条例の制定案が１件、協議会の

設置に係る協議が１件、財産の交換等が３件、損害賠償の示談が１件、補正予算案５件、ま

た、財政の健全化に関する報告、平成24年度一般会計決算認定及び特別会計決算認定がそ

れぞれ日程に組み込まれております。さらには、各常任委員会の研修計画についての御審議

も日程に組み入れられる予定でございます。 

  なお、財産の交換及び無償譲渡につきましては一括議題とし、また、財政健全化に関する

報告（第４号）と（第５号）につきましても、一括議題とします。 



  一般会計補正予算の説明につきましては、おおむね100万円以上、特別会計補正予算につ

いてはおおむね50万円以上で説明することが協議決定しましたので、当局の皆様もよろし

くお願いいたします。 

  平成24年度の決算認定につきましては、２つの特別委員会を設置し、付託案件の御審議

をいただくことになりますが、各特別委員会の委員構成は、一般会計が総務経済常任委員会

所属の委員、特別会計は文教厚生常任委員会所属の委員となっております。 

  決算の大綱質疑につきましては、一括上程後に提案理由の説明を受け、会計管理者並びに

担当課長の概要説明が終了した後、一般会計決算審査特別委員会に所属の委員が６つの特別

会計に、特別会計決算審査特別委員会に所属の委員が一般会計に関する通告書をそれぞれ提

出していただき、内容は款・項に関する大綱質疑にとどめ、持ち時間は１人30分以内で、

質問は１問につき２回までとさせていただきます。 

  大綱質疑の通告要旨は、既に皆様に議案とともに配付してございます。受付は本日午後１

時より事務局で行いますが、締め切りは９月13日午後４時40分までとさせていただきます。

その後、議会運営委員会を開催します。 

  ９月17日の議会は午後１時から開会し、大綱質疑を行う日程となっております。また、

決算審査特別委員会の報告は９月27日とします。 

  なお、９月11日は町長が出張のため休会とし、９月12日は議長が公務で静岡市へ出張す

るため、副議長が議長の職を行います。 

  閉会中に提出された要望書等につきましては、議会最終日までに担当常任委員会にて審査

をお願いすることになりますので、御承知願います。なお、この結果によっては、意見書案

は日程に組み込まれますので、御留意願います。 

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期につきましては、本日から９月30日までの

21日間とさせていただきます。 

  最後になりますが、議会運営委員会の所管事務調査につきましては、議会運営に関するこ

と、会議規則・委員会条例に関すること、議長の諮問に関すること、以上３点は閉会中の継

続調査といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  議員各位には、活発なる御意見と御審議と、円滑な議会運営を切にお願い申し上げまして、

議会運営委員会からの報告といたします。よろしくお願いいたします。 

 

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



 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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、13番、定居さん、14

番、山田さんを指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から９月30日までの21日間としたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、会期は21日間と決定しました。 

 

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

 

 

 



◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 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及び平成24年度の各会計

の決算審査意見書につきましては、既に送付しました。 

  陳情、要望書等の付託につきましては、お手元に一覧表を配付しました。付託案件の審査

につきましては、９月27日までに担当常任委員会にて審査し、報告をお願いすることにな

りますので、御承知願います。 

  また、議長の出席した会議等の報告については、お手元に資料を配付しました。会議資料

につきましては、議員控室に置きますので、ごらんいただきたいと思います。 

  これで諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 行政報告を行います。 

  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３回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には、何かとお忙しい中、

御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  定例会の開会に当たり、ごあいさつを兼ね、行政諸般の報告させていただき、議員各位並

びに町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  厳しい暑さが続きましたが、ことしの夏は、連日の猛暑が続いたかと思えば、梅雨が明け

たばかりの東北や北陸などでは集中豪雨が相次ぎ、山口、島根両県でも、これまで経験した

ことのないような記録的豪雨に襲われ、深刻な被害が出されました。伊豆においても、西伊

豆町では局地的な豪雨により、大きな被害が出たところであります。被災された住民の皆様

におかれましては、改めてお見舞いを申し上げる次第であります。 

  さて、最近の経済状況につきましては、政府は８月15日に発表した月例経済報告会で、

景気は着実に持ち直しており、自律的回復に向けた動きも見られる。先行きについては、輸

出が持ち直し、各種政策の効果が発現する中で、企業収益の改善が家計所得や投資の増加に



つながり、景気回復へ向かうことが期待される。ただし、海外景気の下振れが、引き続き我

が国の景気を下押しするリスクになっているとの判断を示しております。 

  このような経済状況の中、ことしの夏休みは大手旅行会社の動向調査によれば、国内旅行

を中心に、旅行人数や旅行消費額が過去最高になるとの予測がされておりました。特に富士

山の世界文化遺産登録による富士五湖や伊豆などの周辺エリアへの波及効果に大きな期待が

寄せられておりましたが、当町の入湯客の入り込み状況を見ますと、７月申告分までの速報

値では、前年に比べ2.6％減、人数で1,657人の減となりました。その後、８月に入り、晴

天とともに海も穏やかな日が続いたことで、町の観光協会の調査によれば、８月１日から

19日までの宿泊状況は、前年度対比2.8％、2,185人の増であり、明るい兆しが見え始めま

したが、厳しい状況に変わりはなく、この状況を真摯に受けとめ、新たな誘客対策にしてい

かなければならないと考えます。 

  次に、今定例会で御審議いただく各会計における24年度決算概要につきましては、会計

管理者並びに担当課長に上程時に説明いたさせますが、一般会計では歳入総額51億9,175万

7,000円、歳出総合50億761万7,000円となり、歳入歳出差し引き額は１億8,414万円でござ

います。このうち翌年度に繰り越すべき財源が913万8,000円あり、これらを差し引いた実

質収支額は１億7,500万1,000円でございます。さらに、実質収支額のうち、地方自治法第

233条の２の規定により、１億4,500万円を財政調整基金に積み立て措置いたしております。 

  なお、歳入の根幹をなす町税の24年度決算における収納状況は、現年課税分が94.45％で、

前年度を0.72ポイント上回り、現年課税分と滞納繰越分を合わせた全体の収納率は81.36％

で、前年対比0.04ポイントの減という結果となり、依然として県内市町と比較しても厳し

い状況にあります。 

  また、課税面では、デフレ不況や東日本大震災の影響もいまだ残り、入湯客数は前年対比

で5.5％増となったものの、震災前と比較するといまだ低迷状態が続く結果となっておりま

す。 

  個人住民税につきましても、震災の影響による賃金カット等により、基幹産業である観光

業を中心として厳しい状況にあり、総所得が大きく前年を下回りました。国ではデフレ不況

に対する経済対策を進めておりますが、地方ではその効果が出るまでにはまだ時間がかかる

ものと考えます。 

  たばこ税につきましても、健康志向や喫煙場所の減少により、たばこ離れが進み、売り上

げ本数及び税額が減少しましたが、25年４月の税率改正に伴う増収に期待をするところで



あります。依然として厳しい状況は続いておりますが、県職員による短期派遣事業や特別調

整制度推進及び静岡地方税滞納整理機構の活用と、引き続き県とも連携をとりながら、税収

の確保に努めてまいります。 

  次に、防災関係ですが、昨年国が発表した地震被害想定を受け、静岡県では６月27日に、

駿河・南海トラフや相模トラフ沿いで発生する大地震を考慮した第４次地震被害想定（第１

次報告）を公表しました。東日本大震災等の教訓を生かし、発生頻度が比較的高く、発生す

れば大きな被害をもたらす地震・津波をレベル１、発生頻度は極めて低いが、発生すれば甚

大な被害をもたらすあらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波をレベル２として、

自然減少、建物被害、人的被害を想定しております。 

  被害想定は、被害者数や経済損失で人を不安にさせ、行動を強いるために用意されたもの

ではなく、対策を講ずることで大きな効果があることを示し、人を勇気づけ、防災活動を促

すためのものであることを御理解願うところであります。 

  当町では、今後の地震・津波対策の基礎資料として活用していくことになりますが、行政

に認められる施策は何か。また、地域にどのような準備ができるか、住民１人１人はどう行

動すべきか。これらを踏まえ、被害を少しでも減らすための防災、減災に向け、今後の地域

防災計画の策定に取り組んでまいりたいと考えております。 

  ７月17日から18日にかけ、伊豆地方では、大気の状態が不安定になった影響で、局地的

に激しい雨に見舞われました。当町でも99ミリの雨量が確認されましたが、冒頭でも触れ

ましたように、西伊豆町では土砂崩れなどにより大きな被害が発生しました。７日24日に

西伊豆町より職員の災害派遣要請があり、翌日から４日間、延べ50人の職員を派遣したと

ころであります。当町でもこのような災害がいつ起きるとも限らない中、この災害を対岸の

火事とせず、今回の派遣経験を今後の災害対策に生かしてまいりたいと考えております。 

  ８月20日には、大雨による水害のおそれがあるという想定で、職員の動員訓練を実施し、

136名の職員が参集して、役場海側広場にて土のうづくりなど、水害に備えた訓練を行った

ところであります。 

  また、９月１日の総合防災訓練につきましては、各自主防災会を初め、消防団、地域住民

と多くの方々の御理解と御協力により、訓練メニューに沿って無事に終了することができま

した。改めて御礼を申し上げます。当日は、昨年より多い4,346人が訓練に参加いただき、

防災の備えや意識が非常に高くなってきていると実感しております。 

  稲取地区における統一の訓練では、会場型訓練として、広域避難所の稲取小学校体育館に



おいて、自主防災会役員による避難者名簿の作成と町内医療機関の指導により、大規模災害

時の多数傷病者の治療優先度を判定するトリアージ訓練を行い、町民の皆様に災害時におけ

る救急についての理解を深めていただいたところです。 

  また、消防団では、白田地内において、地震等の大規模災害時を想定した実践的な放水訓

練を行い、各地区で同時多発的に発生する火災への対応力の向上に努めていただきました。

今後においても、個人、地域の被害を最小限にとどめ、地域の防災力をさらに高めていただ

けるよう、10月31日午前10時から、役場１階大会議室において、静岡県立大学特任教授の

小川和久氏を講師に招き、「巨大地震、津波から生き残る」をテーマに、防災の講演会を開

催いたします。国などの被害想定や、情報を正しく理解し、自助、共助を基本とした大規模

災害から生き残るため、住民の皆様や行政ができること、しなければならないことなどにつ

いて、危機管理のプロフェッショナルの立場からわかりやすく講義をしていただきますので、

住民の皆様の御出席をお待ち申し上げております。 

  次に、本年度の町表彰につきましては、各団体等から推薦していただいた方々を、町の表

彰審査委員会に諮問をいたしたところ、有功者２名、善行者１名を推薦する旨の答申をいた

だきましたので、来る11月３日の表彰式において表彰することを決定いたしました。議員

各位、町内各機関の関係者並びに歴代受賞者の方々におかれましては、御臨席を賜り、受賞

者を祝福していただきたいと存じます。 

  次に、17年度より毎年開催しております夏休み風車見学会を８月３日から17日まで毎日

午前午後に開催し、地球温暖化防止、再生可能エネルギーの活用等について啓発活動を行い

ました。期間中の参加者は447人で、依然として関心の高さがうかがえます。また、町外か

らの参加者が86.8％を占め、観光面での効果にも寄与できたと考えております。 

  なお、開催に先立ち、４月27日の土曜日には、風力発電所進入路の草刈り等を町の職員

がボランティア活動で実施され、来場者の安全対策及び観光地としての景観保全に協力して

いただきました。 

  姉妹都市の長野県岡谷市から、第44回岡谷太鼓まつりに、行政、町議会、関係団体の11

名が招待され、岡谷市の姉妹都市であります群馬県富岡市、岡山県玉野市とともに交流事業

に参加し、親睦を深めてまいりました。まつり会場は多くの来場者でにぎわい、勇壮な太鼓

を堪能させていただきました。 

  伊豆東部総合病院の改築計画に伴う土地利用計画について、町の土地利用委員会で慎重審

議し、７月９日に事業計画承認通知書を交付いたしました。また、県への開発行為許可申請



につきましても、許可が得られたと報告を受けております。なお、事業計画等は、これまで

説明してまいりました内容に大きな変更はありません。 

  町民の皆さん9,300人余りからの伊豆東部総合病院の経営存続要望などにより、経営母体

の医療法人社団康心会は、現在地に新病院を建築し、引き続き地域医療に貢献することを英

断され、さらに新病院完成までの医療体制の確保のため、既存病棟を160床規模に改築する

などの対応を図っています。新病院建築計画が具現化してまいりましたので、地域医療環境

の充実を図るとともに、田町区町内会長及び医療法人社団康心会からの要望書内容にこたえ

るため、今定例会に田町区町内会との土地交換及び交換地の康心会への無償譲渡に関する議

案を提出しておりますので、よろしく御審議をお願いします。予定どおりに進捗すると、

27年の12月ごろに新病院が完成し、より充実した医療活動が始まるものと期待しておりま

す。 

  次に、住民福祉関係ですが、東日本大震災における被災状況を踏まえ、７月より法務省の

戸籍副本データ管理システムの導入を準備してきましたが、10月より本格稼働することと

なりました。これにより、戸籍の正本と副本の同時滅失を未然に防止することが可能となり

ました。 

  ごみ処理関係では、東河環境センターより、７月の回覧や、８月の「広報ひがしいず」で

お知らせしてまいりましたとおり、10月１日からエコクリーンセンター東河への持ち込み

ごみの手数料を改定することとなりました。ごみの搬出量に応じた負担の公平化、近隣市町

との料金格差是正、ごみ排出量の抑制などを目的としたものですが、引き続き身近な取り組

みとして、ごみの減量化、再利用、再資源化を実践していただけるよう、町民の皆様の御理

解と御協力をお願いいたします。 

  福祉関係では、各区防災委員、民生委員の皆様の御協力を得て調査を行った災害時要援護

者避難台帳及び支援計画を、このたび８月１日付の住民記録情報で更新し、各区主防災組織

及び民生委員の皆様にお渡ししました。これにより、在宅の要援護者の全体把握、災害時の

避難支援及び安否確認等に役立てていただきたいと考えております。 

  次に、健康づくり関係ですが、国民健康保険加入者の特定健診を７月13日から８月９日

までの21日間、生活習慣病の早期発見や重症化予防を目的として実施いたしました。受診

者数は前年並みとなっておりますが、健診委託機関と協議し、受診できなかった方々を対象

とした追加健診を８月31日に実施し、さらに10月11日及び11月１日にも予定しております

ので、受診されますようお願いいたします。 



  また、健康増進関係では、稲取ゴルフクラブのコースを利用した早朝ウオーキングを７月

28日に計画したところ、予想を大幅に上回る申し込みがありましたので、第２回目を８月

25日に実施いたしました。合計で156名が参加され、好評が得られたところでございます。

ウオーキングにつきましては、奈良本ヘルシーウオークを初め、ススキ狩りウオーク等を今

後４回実施する予定ですので、多くの町民の皆様に参加いただきまして、健康増進の充実を

図っていきたいと考えております。 

  ことしも11月17日の日曜日には、第13回健康福祉ふれあい広場を保健福祉センターにお

いて開催する予定でおります。町民の皆様の健康づくりに役立つようなさまざまな内容のブ

ースや講演を計画しておりますので、町民の皆様の御来場をお待ちしております。 

  介護保険関係では、一次予防、二次予防の各介護予防教室を５月から９教室開催しており、

延べ1,762名の方が参加され、介護予防に努めていただきました。 

  次に、建設関係ですが、７月18日未明の大雨で、町道等７カ所に被害がありました。幸

いにも比較的小規模の倒木や崩土等であったため、早急に復旧し、地域住民の生活に支障を

来さないよう努めたところであります。 

  一昨年より入谷区から要望が出ておりましたハンター上の町道入谷天城１号線道路拡幅事

業ですが、このたび国庫補助事業として採択されました。本年度は用地の測量、詳細設計、

境界確定を実施してまいりますので、地権者の皆様や地元区の御理解と御協力をお願いする

ところでございます。 

  次に、農林水産関係ですが、まず、４月初旬に被害を受けました林道片瀬大付線は、７月

11日、12日に林野庁の災害査定を受けました。申請どおりの査定をいただき、今定例会に

災害復旧費を補正措置させていただきましたので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  中山間地域総合整備事業につきましては、関係地権者から事業実施の同意をいただき、奈

良本農道１号、片瀬集落道、稲取排水路の用地交渉を始めております。 

  県営稲取漁港の事業につきましては、７月初旬に臨港道路の全線が供用開始され、これを

もって広域整備事業は完了となりました。本年度は現有施設の耐震事業や機能保全事業が実

施されています。６月定例会にて報告いたしました「稲取キンメ」が特許庁の地域団体商標

登録され、伊豆漁港稲取支所主催による報告会が７月22日に稲取漁港競り場においてとり

行われました。 

  次に、観光関係ですが、８月３日から12日までの10日間にわたり、74万人を超える来場

者でにぎわう京都市挙げての夏イベント「京の七夕」に、昨年に引き続き当町の「雛のつる



し飾り」を出展いたしました。世界遺産の二条城前から堀川の遊歩道に沿って、全長約１キ

ロに及ぶ幻想的な光の演出が施された堀川会場に、雛のつるし飾り専用の造作ブースを実施

し、ＰＲ活動を展開いたしました。子供たちの健やかな成長を願う、艶やかでかわいらしい

つるし飾りは、特に女性客の関心を集め、記念写真を撮ったり、それぞれの人形の由来につ

いての説明に熱心に耳を傾ける姿が多く見られました。何より、当イベントへの参加に当た

り、京都市長を初め、京都静岡県人会の皆様や行政、経済界、社寺などでつくる京の七夕実

行委員会の関係者からも、古都京都の祭りに華を添える美しいつるし飾りの出展に、歓迎と

感謝の言葉をいただき、確かな成果を感じたところであります。今後も引き続き関西地域へ

の誘客宣伝の強化を図ってまいりたいと考えております。 

  ７月21日には、熱川温泉におきまして、初の石曳き道灌まつりが開催され、観光客の皆

様にも石曳き引体験を楽しんでいただきました。また、熱川温泉との親交があり、太田道灌

ゆかりの地として有名な神奈川県伊勢原市からは、手づくり甲冑隊が特別参加をいただき、

大勢の来場者が華やかな時代絵巻に見入っておりました。さらに翌22日は、第47回熱川海

上花火大会が開催され、出店が連なる海岸通りは、およそ8,000人の観光客や地域住民で大

変なにぎわいを見せていました。また、ことしも東京都大島町より、川島町長を初め、白井

観光協会長やミス大島にもお越しをいただき、花火の点火セレモニーに参加されるなど、観

光イベントを通じて、両町の友好のきずなをより深めることができたものと考えております。 

  さらに、長年の懸案事項となっておりました大島航路の復活につきましては、東海汽船と

の協議が進展し、本年11月９日に東伊豆町民号として、島内観光を目的に、伊豆大島への

臨時船を就航することが決定いたしました。当日のみの運航ではありますが、大島航路復活

への第一歩として、10年ぶりに就航する臨時選に、町民の皆様の多数の参加をお願い申し

上げます。 

  夏のイベントにつきましては、天候にも恵まれ、すべてが無事に終了となりました。また、

各温泉場の宿泊客数もほぼ前年並みの結果となり、秋以降の予約状況も明るい見通しが伝え

られております。しかしながら、今後も観光地間の競争が激化する中で、さらに厳しい状態

が予測されるところであります。そのため、誘客対策に向けて、産業団体連絡会による県外

キャラバンや、昨年に引き続いての誘客キャンペーン事業、さらに秋の行楽シーズンに向け

て、稲取細野高原すすきイベントなどの実施により、町を挙げ誘客事業の推進に取り組んで

まいりたいと考えております。 

  また、ことし県が実施した「ふじのくにエンゼルパワースポット総選挙」で、行ってみた



い部門で第１位を獲得した北川温泉が応募したムーンロードの観光資源化を図るため、10

月19日の十三夜の前後に、町内各地温泉郷で謝月祭として趣向を凝らしたイベントが計画

されています。山のススキと海のムーンロードが融合した新たな魅力を創出した秋の夜長を

楽しんでいただきたいと思います。 

  次に、観光基盤整備事業では、昨年大きな反響を呼んだ細野高原の観光施設整備事業によ

る大型駐車場や、公衆トイレの整備、またアクセス道の拡幅及び待避所の整備工事等が、今

月下旬の完成に向けて進められております。当事業におきましては、県庁関係部局やＪＲ東

日本の関係者が現地視察に訪れ、伊豆半島の新たな観光資源として、大きな期待と注目が寄

せられているところであります。 

  次に、消防関係ですが、６月議会定例会において議決をいただきました駿東伊豆地区消防

通信指令事務協議会の設置につきましては、７月30日に静岡県知事に対して、協議会の設

置についての届け出を行ったところであります。本定例会には、広域化後の消防の円滑な運

営を確保するための広域消防運営計画を策定することを目的とした、駿東伊豆地区消防救急

広域化協議会の設置に係る協議についてを、また、消防団第６分団に更新配備いたします消

防ポンプ自動車購入に伴う財産の取得についてを提出してございますので、よろしく御審議

をお願いいたします。 

  女性消防団員が町内の幼稚園及び保育園の園児を対象に、花火教室を７月３日に開催いた

しました。子供たちの花火遊びがふえてくる時期を控え、花火遊びによる事故を防ぎ、楽し

く安全に遊んでもらえるよう、楽しい花火の遊び方を指導いたしました。 

  ８月25日、大川地内において、当町消防団と伊東市消防団との合同訓練を実施いたしま

した。市町境で発生した林野火災の延焼拡大を想定し、中継送水による消火訓練を行い、相

互の消防技術の向上と連携強化に努めました。 

  次に、教育関係ですが、まず、学校関係では、長野県岡谷市との姉妹都市児童交流事業が

８月１日、２日と２日間にわたり、稲取小学校体育館を拠点に実施されました。当町からは、

各小学校の５年生65名が参加し、アニマルキングダム施設見学、池尻海岸での磯遊びなど

を、岡谷市児童とともに体験し、有意義な一時を過ごしました。 

  中学校総合体育大会、いわゆる中体連の賀茂地区大会が７月６日、７日に行われ、稲取中

学校では、１団体１種目、個人５人３種目、熱川中学校で３団体３種目、個人３人２種目が

県大会にそれぞれ出場する活躍を見せました。さらに、稲取中学校で水泳女子が１名、熱川

中学校で陸上男子１名が東海４県大会に出場いたしました。 



  社会教育では、昨年度に引き続き、町立図書館で７月27日、28日の２日間、図書館２階

を会場に、第２回図書館フェスティバルを、ボランティアの方々の御協力を得ながら開催し

ました。パネルシアター、紙芝居、人形劇、ワークショップ、映写会などを催し、幼児から

お年寄りまで八百余名の町民の方々に来館いただきました。 

  次に、水道事業関係ですが、24年度水道事業会計の決算は、給水収益が2.6％増収したこ

とから、若干ではありますが、純利益を確保したところであります。しかしながら、本年度

の水道料２期分までの給水収益を前年同期と比較いたしますと、大幅に減収している状況で

あります。ホテル、旅館の廃業や分譲地内の保養所の閉鎖など、大口使用者の使用水量の減

少が主な理由と考えられます。今後の観光客数の増加による給水収益の増収を期待したいと

思いますが、引き続き営業費用の抑制に努めていきたいと考えております。 

  上水道の安定供給を目的として実施している水源調査ですが、現在、細野高原の熊口水源

付近において試掘調査を行っております。口径31センチ、深さ300メーターの井戸掘削を計

画しておりますが、現場への資機材の運搬や掘削機の設置などの準備も整ったことから、８

月６日より井戸掘削を始めております。８月末には45メーターの掘削が完了したとのこと

であり、年内には計画している300メーターの掘削も完了するとの報告を受けておりますの

で、よい結果を期待するところであります。 

  最後になりましたが、まだまだ厳しい残暑が続くと思われますので、町民並びに議員各位

におかれましては、健康に十分留意され、御活躍されますよう御祈念いたしまして、行政諸

般の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５、一般質問を行います。 

  この場合、質問には１問ごとに答弁します。 

  なお、全問にわたって質問するか、全問にわたって答弁を求めるかは、質問者の意向によ

るものとしますので、あらかじめ議長に申し出てください。 

  なお、持ち時間は質問、答弁を含め90分以内で、質問回数は、１問につき３回までとな

っておりますので、御協力ください。 

 



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

 

◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さんの第１問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  ことしの夏、大変猛暑日が多く、大変暑くて、私個人としても疲れ、身にこたえたわけで

すけど、皆さんはいかがだったでしょうか。 

  さて、今回１問を通告してあります。一問一答にてよろしくお願いいたします。 

  町長の政治姿勢についてを伺います。 

  １点目、市民農園の推進状況と今後について。 

  ２点目、アスド会館の管理と今後について。 

  ２点についてを伺います。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 飯田議員の第１問、町長の政治姿勢については、２点からの質問にな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の市民農園の進捗状況と今後についてですが、まず、県営事業の中山間地域

総合整備事業で執行されている内容ですが、先日の議会全員協議会に報告させていただいた

とおり、市民農園の造成に関する実施設計は終了されており、現在、賀茂農林事務所におい

て、工事の発注準備がされているとのことです。また、付随する管理棟の建築設計につきま

しては、ただいま設計業務の委託中と伺っております。 

  次に、開設予定者となる町の事業事務ですが、市民農園整備促進法の手続といたしまして、

５月27日に農業委員会で区域の指定が決定され、現在、静岡県の同意を申請中です。また、

本年６月に円滑な推進と運営を主な目的として、12名の委員により発足いたしました東伊

豆町市民農園推進協議会による協議会の開催や、近隣施設の視察研修を行い、委員各位の見

識を深めているところであります。 

  今後につきましては、この推進協議会を中心に、先進地への視察研修等を重ね、市民農園



の管理運営方法や地域活性化のためのメニューづくり等、開設までに必要となるソフト面の

部分をまとめていく予定です。 

  次に、２点目のアスド管理と今後についてお答えいたします。 

  アスド会館につきましては、売却を基本方針としていることを以前より申し上げておりま

すので、その間の管理につきましては、施設の延命を目的とした管理内容としています。ま

た、売却に当たっては、町民の皆さんの財産ですので、地元に貢献できる事業目的を持った、

経営を持続できる相手が売却条件と考えます。しかし、これらの条件に見合った相手からの

買収要望は、現時点ではありませんが、引き続き売却処分を検討していきたいと考えており

ます。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、町長から１点目、２点目ということでお話があったわけですけど、

簡単な説明の中で、これから聞いていくわけですけども、県営中山間事業として終了したよ

と。賀茂農林でやっているということで、もう話が、市民農園の関係であったわけですけれ

ども、私思うに、この中山間含めた市民農園の関係、いろいろ報告、周知があったわけです

けれども、全員協議会の中で説明を受けて、議員、私たちに今報告と周知がされてきて、私

昨日、伊豆市、それから三島市、佐野市民農園、２カ所を個人的に見にいってきました。ち

ょっと洗脳されたかなと思ったところが少しあるわけですけれども、その中で、伊豆市、三

島市とも新山村振興等農林漁業答弁対策事業ということで、伊豆市、それから三島市の佐野

農園が、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業として補助金をいただく中で、市民農

園を行っている、実施をしているわけですけれども、伊豆市について、クラインガルテン、

ちょっと聞きなれない言葉ですけれども、「小さな庭」ということであるわけですが、その

中に、簡易宿泊施設、ラウベというんですけれども、７棟ができていまして、ＡからＧまで

張ってあるわけです。そして入り口には氏名だけを張ってあり、１軒の方とお話をさせてい

ただいたわけですけれども、御夫婦で、私行くのがちょっと遅かったものですから、もう野

菜等を手入れをされておりました。もう１軒の方もおったわけですけれども、ちょっと手を

休めさせていただいて、大変失礼かなと思い、お話をさせていただいたわけですが、大変こ

う感じのいい方で、お話を聞いてきました。 

  そして、どうしてここの伊豆市の中伊豆市民農園を選んだのかということで、お伺いした

わけです。そうしたところが、以前、市民農園に入る前に、近くのホテルに宿泊をしたり、



温泉に入ったりしていて、できた当初入れなくて、抽せんを待っておったと。そういう中で

あいたもので、そこに入所させていただいたと。そしてお住まいはどこですかとお伺いした

ところ、東京の町田ということでお話を聞きました。１日の農耕の作業が大変充実しておる

と。いいなと。いいところ選んだなと。そして今現在は、東京に住んでおるより、この伊豆

市の農園にいる時間、期間が多いと。東伊豆町の市民農園の開園も楽しみですねという話の

中で聞いてきたわけですけれども、やはりその場所を見たときに、この宿泊、ちょっとした

バンガローじゃないですけれども、泊まれる、シャワーからトイレからすべてある、宿泊が

できるところです。 

  そしてもう１カ所、三島市佐野市民農園について、職員、それから畑におられた方にお話

を伺ってきました。まず最初気になったことは、山ですので、鳥獣害、鹿やシシ、猿はいな

いんですかということでお話を伺ったところ、今のところそういうものはない。周りを見渡

すと、フェンスも何も張っていないわけです。ただ畑の区画の中の畑には、ひもを張られた

り、ネットを張られたりしているところがありましたけど、猿やシシはいないと。何がいる

かというと、カラス。近くに建物があるわけですけれども、カラスの餌となるようなものが

あるのかなということで、ちょっと私感じたわけですが、そうした中で、職員の方にも聞い

たところ、いや、猿や鹿、そういうものいないよと。 

  そして一番気になったのは事業内容です。職員に伺うと、赤字が出ておるよと。委員の方

も言ってこられた方がありますので、もう既にわかっている方と思いますけども、もう既に

赤字が出ておるよと。そして三島市民農園、佐野市民農園は98％が三島市の方、市民。そ

して団体がその農園を利用しておると。なるほどなと。考えたなと。そういうことでお話を

していたわけですが、その報告はこれぐらいにします。 

  さて、中山間事業として、22年から23年に中山間地域総合整備事業の第２期新規採択と

していくべきだと思います。進める中で、小林さんからいただいた土地を利用した交流基盤

施設として、市民農園整備事業を平成24年から26年まで、我が町27年４月オープンの計画

を実施を進めているところと私は確認をします。そうした中で、市民農園測量設計で2,000

万円のうち、地元負担が15％、300万円になるわけですけど、説明を受けたわけです。中山

間事業として流域面積が20ヘクタールということで、規模がちょっと足りないと。我が町

だけでやる規模では足りないよということで、河津町見高地区との農道等、先ほどお話しし

ましたけれども、農道整備が図られたと思います。なるほど、おいしい話を持ってきたなと。

職員も町長もおいしい話を持ってきたなと私は考えるわけですけれども、しかし、耕作放棄



地があるわけです。私も今、畑を年間23種類ほどの野菜をつくって食べております。そん

な中で、６月定例会にて補助金事業について伺ったわけですけれども、町長、今の現状を考

えるとき、補助金の関係を先般、６月のときに、補助金の関係を説明したところ、お話聞い

たところ、大変、興奮じゃないですけれども、ちょっと声高にお話をいただいて、テレビに

映ったわけです。ところが、後日、それを見ていたある市の方から電話がありまして、いつ

も飯田さん、町長ああいう答弁ですかとお話を聞きましたので、いや、違うよと。私の質問

が悪かったんだよということで、お話をしておきました。 

  ちょっと話が長くなりましたけれども、そこでまず１点伺います。 

  平成25年３月までに、これはどこかな。町長、担当課のほうからちょっと答えていただ

きたいですけど、平成25年３月までに、農地について調査を行うと。ことし３月までの調

査を行うと。農地面積、耕作放棄地面積、そして耕作地主の件数、これをちょっと教えてく

ださい、まず第１点。 

  ２点目として、市民農園の概要の中で、一般農園として50平米の区画を60区画、交流体

験農園、あるいはまた2,000平米、駐車場を48台分、園内道路、里山体験広場と造成してい

くわけですけれども、この変更はないか。 

  次に、３点目。総事業費についてちょっと伺います。 

  総額７億4,300万円。町の負担はその15％ということで、90％が起債となるわけですけれ

ども、町の負担として、当初は町長、全員協議会の中でも、１億1,500万円ぐらいのことで

できるのではないかなと町長は言わせたわけですが、７月10日の全員協議会の説明では、

事業費は１億890万円と報告がありましたけれども、これについて、金額の変更はないか。

これについてもちょっと確認をしまです。 

  次に、アスドの関係。これについて、ちょっと管理について伺います。 

  この問題は、ＮＴＴで、以前使っておられたＮＴＴから譲り受けたわけですけれども、年

間の開館維持費ですか。前年度よりもこの25年度予算を見ますと、予算増額をしているわ

けです。24年度の予算も見ましたけども、それはさておき、大体2,000万のお金を年間使っ

ておるわけです。私も議会に入り、平成19年、全員協議会の中で、アスド会館の処分につ

いてお話を伺った経過があるわけです。そのときに、大学へ売却したいよと。売却金額が１

億5,000万円、手付金が1,000万円になると話があり、大変町長強気な発言で、報道の中で、

販売していくよということであったわけですが、その後、売却先等のお話が全員協議会の中

で出てきました。しかし、何も説明がないわけです。これは議員もともかく、町民の方にも



やはり知る権利があるわけです。やはり知っていただく。そういうところを今後どうしてい

くのかなということを再度お伺いしたいと思います。 

  ちょっとえらくになりましたけれども、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 質問内容は、市民農園に関します質問内容がほとんどというようなこ

とでありますので、事務局から答弁させますけれども、市民農園の考え方で、私の考え方に

ついて、ちょっと説明させていただきたいと思います。 

  この市民農園は、あくまで中山間地整備事業の一部としてやりました。その中で、先ほど

飯田議員が言ったように、うちと河津町、２自治体が連携してやっている事業でございます。

その中で、この市民農園に関しまして、この中山間地総合整備事業、受けた自治体は数多く

あります。その中で、とりわけこの15％という大変な有利な事業でございますから、その

中で、先ほど飯田議員が、私が６月の時点で、ちょっと興奮したと言いますが、それは謝り

ます。やっぱり自治体を扱う者にとりましては、いかに一般財源を少なくして補助事業を持

ってきまして、このまちづくりをするのが私の使命だと考えておりますもので、ちょっと６

月には、私自身、ちょっとまだまだ人間的にできていないと考えておりますものは、その辺

は反省しておりますけれども、飯田議員に理解してもらいたいと思うのは、財源が大変厳し

い中、この補助事業、一番いい補助事業を採択した中で、このまちづくりをやっていくとい

うのは、私の原点でございますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、この中山間地整備事業。先ほど言ったように、市民農園だけではございま

せん。道路もございます。そういう中で、この道路の関係の中で、奈良本の太田線、正式な

ちょっと名称はわかりませんけれども、そういう長年の懸案事項でありました、町の懸案事

項でありましたその道路も解決をできる。さらに市民農園におきまして、県の方々、大変興

味を持ってございます。県の部長級の方なども、何回もこのところを見ていただきますし、

やっぱり耕作放棄地の一つの解決策といたしまして、この市民農園を大変興味深く、県の方

が見ている中で、いろいろ言われました。たしか運営に関しましては、先ほど言いました協

議会の中で、これから決めていくことでございますけれども、飯田議員が一応、伊豆市と三

島市を見てきたという。私もちょっと都合が悪く、伊豆市のほうは見なかったんですが、三

島市に関しましては、協議会の皆さんと一緒に見てきました。その中ではっきりと、三島市

におきましては、250万から300万の赤字ですよとはっきり聞きました。 

  そういう中で、やっていく中で、今、飯田議員が言ったように、ここに関しましては、こ



こに関しましては、三島市さんの市民がほとんどだということと、団体さん。その中で、

我々が期待しているのは、やっぱり先ほど言ったように、ある程度定住も期待しております。

このラウベに関しましては、今後運営委員会、運営協議会の中で、これは当然やってもらう、

審議してもらう中で、基本的にはそういうことも自分自身はターゲットにしていきたいなと

考えておりますけれども、運営協議会の中で、それはだめだといえばそれまででございます

が、そういうことも一つの選択肢の中で、それをやれば赤字は減るではないかということを、

私は考えておりますし、そういう中で、やっぱり一つの定住も、先ほども飯田議員が、一つ

の定住促進になって、市民農園、またラウベ、そちらに進んだ中で、この町に住んでみたい、

そういうことがあれば、また人口増加になりますもので、その辺をまた私は期待してみたい

と考えております。大体が市民農園の考えでございます。 

  次に、あとは事務的なことなので、事務局から。 

  あと、アスド会館でございます。すみません、私も大学が来たとは、大変いい話だなと思

って、さっき言ったように大変乗り気で、という言い方はおかしいが、しかし、これは本当

に、リーマンショックでこれが潰れたのは現実でございます。リーマンショックさえなけれ

ば、私はこの話はいったんじゃないかと考えている中で、この話が潰れたのは、大変私は残

念に思っております。そういう中で、それ以降は、実話はなかなかまとまらないのが現状で

ございますもので、そういう中で、壇上で言ったように、このアスド会館は、あくまでも売

却にも管理費がかかるので、なるべくお金をかけないで売却の方向でいきたいというのが、

今の実情でございます。 

  その中で、確かな、売却の相手先が本当に信用できるところかといえば、それは議会の皆

様、または町民の皆さんにまたお知らせしていかなければならないと考えておりますが、今

のところそういったところがございませんので、議会の皆さんへ報告がないというのが実情

でございますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいま飯田議員の３点につきます御質問について、順番

にお答えしたいと思います。 

  まず、１点目の農地の耕作放棄地の含めた調査ということですが、24年度中に対象農地、

9,176筆、当町の9,176筆の対象農地について、現地の調査ができたものが8,411筆について

調査が可能で調査をいたしました。この中の対象の農地の面積なんですが、536.4ヘクター



ルに対しまして、調査ができた面積が485.1ヘクタールについて現状調査ができました。こ

の中で、耕作可能な耕作地、いわゆる耕作されていない農地なんですが、1,116筆ございま

して、面積といたしましては64.7ヘクタールとなっております。御質問の25年３月までに

調査をまとめるものといたしましては、この農地、今言いました農地の所有者の方々の意向

調査、今後どうしていくのかという調査をアンケート実施いたしたところで、それを今、来

年の３月までにまとめるというような調査を行っております。 

  それから、２点目の市民農園の設計の内容につきましてですが、７月の全協でも提示させ

ていただきました、県のほうの資料のまま、現行は変更はないと伺っておりますので、この

内容で発注するべく準備を今静岡県がしているというふうに伺っております。 

  それから、３点目の負担金でございますが、これは今の答弁の件でありましたとおり、土

地改良法の事業の中で、地元の負担金が15％というふうに決まってございますのが、中山

間地域総合整備事業という国の補助事業です。先ほど言いました河津町さんの分と東伊豆町

の計画の分を総合的に一つのエリアとして、国の認定を県が受けておりますので、事業費に

つきましては、毎年の予算で多少の変更はあるんですが、最終的な総額の予算は、申請時の

金額でとりあえず事業認可をいただいております。しかし、ハード事業ということで、道路

の長さが変わってみたり、水路の幅が変わってみたりというのは、詳細設計が行われると、

現場の施工によって多少の数字のずれが出てきます。そういうものの変更に伴う多少の金額

の差異というものはありますが、トータル的にはこの長年にわたってやる事業についての負

担金の変更というのは、当初ではまずないということで御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、町長、それから担当のほうから説明を受けたわけですけれども、

先ほど当初話をしたように、三島、それから伊豆の国、この地元負担を見ますと、30のと

ころもあるわけです。東伊豆町については15ということで、地元負担が決まっておるわけ

です。やはり大きいですよ、この15％の地元負担ということはね。お金があるときならい

いですけれども、なかなか、この時期では大変難しいかなということですが、そういう中で、

今一番気になる今後ですけれども、最初の段階で、農協、商工会とか青年部は、当初、町長

反対だよと。こんなことやっていいのかよと言われたと。それは全協の資料にも載っていま

す。話されました。しかし、禁止した段階で、やはりこういうことは必要だろうということ



で、自分たちもかかわりたいよと。また伊豆高原とか、そういうところからもいろいろな、

自分たちもやるから、協力したいから、この後ですよ。資料に残っているわけですけれども、

ある程度成功するんではないかということを、農協振興会の役員さんに話をした。また青年

部の方が言っているということですけれども、24年５月の10日の全員協議会の中で話され

ているわけです。見てください、24年の５月10日の全員協議会の中で話して知っているわ

けです。 

  そこでも私も、大変気になって、当初つくられた委員会の長さん、それから農協、振興の

委員の方に聞いたわけですよ。どういう話が返ってきたかといいますと、俺にはまだよくわ

からないと。責任を任されても困るよと。そういう話でした。しかし、何回となく研修をし

ている間に、先ほどの私じゃないですけれども、洗脳されたのかなという。いいところだな

あと。悪いところは見てこなかったと思うんですよ。いいところだけを見てきたと思うんで

す。 

  それはさておき、やはり思うんです。私も言って、いやあ、いいものだなあと。私も先ほ

ど言ったように、畑を本当に、非常勤じゃないですけど、本当にできるかなという野菜を年

間つくっているわけですけれども、こういう段階で、委員の方が何回となく、議員も含めて

委員会で研修をしてきている。今の段階でここの委員の方たちは、どのように変わってきて

いるのかなと。これをまず１点、聞きたいです。 

  そして、一番気になるのは、先ほど町長も言っておられる簡易宿泊ラウベ。その話につい

ては、全協の中では、はっきりとは話されなかったわけですけれども、整備内容を見ますと、

管理棟や里山広場、交流広場、それから道路、駐車場や鳥獣害防止柵、その他の看板等が設

置をされ、整備をされていくわけですけれども、先般見学されたところも、網も張ってある

ところもあれば、張っていないところもあるわけですが、私気になるのは、これは全協でも

出ました。中山間事業費とは別に、このラウベ、宿泊所を建てることに関して、やはりお金

が必要になってくると思うんです。ただではできないです。全協の中でも、大変この意見が

出ました。その点について、町長に今後、ラウベについて建てるのか、建てないのか。その

話は推進委員会の中でもう当初、町長言っておられるようですよ。委員の方に聞くと。もう

町長から、簡易宿泊所を建てないと赤字になるよと。滞在型の農園にしないと赤字になるよ

と、そういう話をされておるようですけれども、町長、そういうことで、いろんな話をされ

てきたかと思いますが、これは町長、課長だけの、事業やっていく中で、町長、課長に責任

預けるんじゃないです。議員も町民もやっぱり関心を持って、この事業やって、いやあ、す



ばらしいなあと。後世に残るすばらしい事業を、町長、やってくれたなということで、町長、

課長じゃないです。議員も真剣に考えて、何で後から、議員、おまえら、町長がやっている

の、何でそこで賛成しなかったかと。しっかりしてくれよと言われないように、私はもう勉

強して、この市民農園をぜひ成功させてくださいよ。本当に私はそう思います。注目をして

いると思います。このテレビを見ている町民の皆さん、ぜひこれは関心を持っていただきた

いと思います。 

  次に、２点目のアスド会館についても伺うわけですけども、先ほど来から町長、売却の方

針でいくよということでお話があるわけですけれども、きょうはちょっと朝新聞を見ました

ところ、国が募集しているグローバル人材の育成のための医療系大学、大学院の設置、これ

が新聞報道されておりました。これは知事も県東部に大変医師不足等も含めて、大変西高東

低の関係があると思うんです。そういうことで、町長、ぜひこういうことも含めて、アスド

会館の利用、今いろんな形で健康づくりをやっておられますけれどもね。ぜひこれからその

誘致、あるいは売却するに当たって、全国公募でもしてくださいよ。ああ、東伊豆町、こう

いうところがあるよと。ぜひこのアスド会館を利用してくださいよということで、全国公募、

そのぐらいして、売却をする。町から話す。そういうことで維持管理が減るようにお願いし

て、私の質問を終わります。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、市民農園の関係でございます。 

  私、24年の５月、観光商工会の若手とか、農協青年部の若手とか、そういうことを、議

事録に載っていれば、そう言ったかもわからない。自分自身はそんなことを言った記憶はご

ざいません。その中で、経営振興課とか、そういう方には確かにお話ししましたよ。その中

で、基本的には、壇上で言ったように、運営協議会の中でこれ決めていくのが筋でございま

す。その辺は理解願いたいと思います。 

  その中で、市民農園に関しましては、本当に一部の農業経営振興会を方から、現場を見る

までは、こんなことやったら赤字になるよということは、はっきり言われました。しかしな

がら、視察行った中で、また考えが変わりました。やっぱりやるべきかな。しかし、それに

はやっぱりラウベとかそういうのが必要ではないかということも言われました。さらに、委

員会の中に入っている観光協会の方からも、ラウベがない限り、これはもう絶対赤字だと。

２名の方もはっきり言われました。試算した中で、経営状況見ると、やっぱり宿泊施設がな

ければ、これは赤字になりますということは、聞かれた中でね。 



  そういう中で、いろいろの検討したけれども、せっかく市民農園つくるんだから、やっぱ

りいい市民農園をつくりたいし、それが耕作放棄地も一つにもなって、また、先ほど言った

定住促進の一つにもなれば、町としてもありがたいし、またそういうことで、東伊豆町が全

国的に名前が上がれば、大変ありがたいことでございますもので、その中で今後、運営協議

会の中で、いろんなことを協議した中で、よりよい市民農園をつくっていきたいと考えてお

ります。そういう中で、確かに私は一つの意見、個人的な見解として、このラウベというこ

とは、この赤字を縮小する、さらに黒字にするためには、このラウベというものは必要じゃ

ないかということは、はっきり申し上げました。それは否定いたしません。 

  それはあくまでも経営振興課へ行った方が、最初はだめだという中で、そういうラウベに

あう中で、また考えが変わったということも言われますし、さらに委員の観光協会から出さ

れております２名の方からも、ラウベがない限り、これはもう赤字は間違いことも言われて

おりますし、しかし、ラウベがあれば、また考えが変わってくると言われておりますもので、

私が一つの個人的見解といたしまして、このラウベが市民農園には絶対必要ではないか、そ

ういう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  次に、アスド会館に関しまして、このグローバル人材の、県知事が行ったとなると、これ

は県知事が、当然私もこういう話があったけど、これはお話を、今度は10月29日ですね。

「平太と語る」という中で、この東伊豆町で、河津町と合同で、知事を挟んだ話し合いが行

われますもので、ひとつそれはその中で、知事が話していきたいと考えておりますけれども、

基本的には県知事が、ファルマバレーを考えているんですよね。基本的にはグローバル人材

ですけれども、基本的にはファルマバレーの中でやってきて、そういう今までの流れが、そ

ういう流れですから、知事の考えを聞いた中で、一応10月29日が来たときには、アスド会

館がありますもので、もうグローバル人材の拠点がないかということだけちょっと話をして

いきたいと考えております。 

  さらに、全国公募につきましてです。これはもう再三再四議員の皆さん、いろいろ提案さ

れております。今のところは、しかしながら、全国公募やると、いろんな、事業的には町に

果たして有益なのかどうか、そういうことも考えられますもので、その辺は慎重に対応した

中でやっていきたいと思います。今、現実の中では、公募は頭にありませんけれども、将来

的に全然ないけれども、それも一つの考えかなという考えがありますもので、その辺は飯田

議員から提案されたということで、今後かなかったら、公募ということも一つの選択肢かな

ということはあります。公募となると、なかなか大変厳しいものがありますもので、その辺



は十分熟慮した中で、今、現時点では公募は考えていないということだけは御理解願いたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で３番、飯田さんの一般質問を終結します。 

  この際、10時55分まで15分間休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時４２分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さんの第１問、町の職員数についてを許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは、通告しておきました質問について、一問一答でお願いした

いと思います。 

  今回は３問ほど通告しておきました。ただいま議長からありましたように、第１問からま

いりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  町の職員数についてということでございますが、現在、町のほうでは職員を募集している

かと思います。この点につきまして、どんなふうな形、どういう内容で募集しているのか。

どういうことか。一応町民に回覧されているといいますか、募集要項は回っているわけです

けども、その内容についてもう一度お伺いしたいと。 

  それから、職員の現在の定数、職員数等を示していただきたいというふうに思います。 

  それから、２番目としまして、定数管理ですね。職員の定数管理というのは、適正に図ら

れているか。どんなふうに図られているかということを伺いたいと思います。 

  それから、これは募集の件で、前回の議会でも同僚議員が尋ねたようでございますが、人



材を広く町内外から募集する必要があるんではないかというふうな私の思いから、再度質問

しておきたいなというふうに思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、町の職員数についての１点目、現在、職員募集が

行われているが、その内容と職員定数を伺いたい。及び２点目、定数管理の適正化はどう図

られているかについては関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  １点目の平成26年度採用の職員募集ですが、大学、短期大学卒では、一般事務職を２名、

保健師、土木技術職及び電気技術職を各１人。高校卒では、消防士を２人、一般事務職を２

人。うち１名は障害者雇用枠という内容で募集いたしました。応募の受け付けは終了してお

り、残念ながら土木技術職、電気技術職、障害者雇用枠の事務職員は応募がありませんでし

た。 

  一次試験として、県下統一で行われる教養試験を行い、二次試験で小論文、面接試験及び

集団討論を行い、その結果をもとに合格者を決定しております。 

  職員数につきましては、東伊豆町職員定数条例に規定されているとおり199人で、平成21

年度を終期とする定員適正化計画の目標値197人を上回る、現在193人となり、さらに平成

25年４月現在の職員数は187人となっておりますので、適正化は図られております。 

  次に３点目、人材は広く町内外から求めるべきだと思うがどうかについてですが、６月定

例会の須佐議員の一般質問でもお答えしたとおり、全国的には住所要件を設けず公募をして

いるということは認識しております。しかしながら、少子高齢化が進む中、若者の町外流出

の抑制、また、この町に住んでいるもしくは出身で、この町に愛着を持つ若者の地元就職や

雇用場所の確保、さらに一日町長室でも、地元からの雇用の要望もあり、基本的には東伊豆

町民、東伊豆町出身者ということを優先していきたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） ただいまお答えいただいたんですが、６名を募集しているということ

で、こういった募集の要項が新聞折り込み等に入っておりまして、町民もこれは承知してい

るんではないかと思います。 

  土木技術職、それから電気技術職が各１名、それから一般事務の障害者枠が１名、それか



ら消防士が２名というようなことで、合計６名だったかなというふうに思っております。こ

れについて、今、残念ながらまだ土木技術職、電気技術職、それから障害者枠はまだ応募が

なかったというお答えでございました。これで、それから定数についても199人でしょうか。

それについて、現在が187人だというふうなことで、それを入れまして193人。現在が193人。

定数枠が現在193人というふうなことで、理解でよろしいですか。先ほど。現在が187とい

うわけですか。 

  そういった枠の中で、これは決して定数をオーバーしているとか何かではないということ

は、私も存じております。また、自分たちが議会に入ったころには。たしか200人を超えて

おりました。その点で、非常にこれは少なくなっているかなというふうには思っております。

表で見ますと、平成17年の４月１日ですと213人。それからその５年後の平成22年の４月１

日だと194人という数字だったのが、現在、先ほどおっしゃられたように187人ということ

でございますので、これはそうしますと、大体12．何％ぐらいという形の減員がされてい

るというふうに思います。 

  また、町の事務内容も、この間かなり国とか県から移管されているということも、私ども

も承知しております。その中には、非常に難しいものとかいろいろあるということで、専門

職とかなかなか技術なりに、事務職においても大変難しい側面も出てきているんじゃないか

ということも理解しております。例えば以前、パスポートなんかは、町ではとれませんでし

たですものね。それが県に行かなくても、町で発行するというようなことなんかも、事務量

の負担かなということも理解しております。 

  にもかかわらず、私が今問題としているのは、非常にこの町の人口の減少がかなり深刻な

事態になってきているんじゃないかと。これは前回も町長からも御答弁をいただいたんです

が、もう既にして、５年に1,000人以上、例えば平成７年から12年までは940人。それから

平成12年から17年までは642人、それから17年から22年までは1,100人減員していると。も

うこの５年間に1,100人減員したということは、年間200人以上減っているという、これは

前回の議会でも町長答弁しておられます。ですから、初めは5.6％。その次が4.1％の減員。

それから７％減員。これは国なんかの予想ですと、この先、平成27年までは、さらに1,000

人以上減ると。7.1％ぐらい減るだろうと。平成33年ですね、それには町が目標としている

んですが、１万2,000人台になりまして、町は何とか１万3,000人で食いとめたいというこ

とを、この前お聞きしました。しかしながら、平成42年までですと、もう１万切ってしま

うというような予想が、これはさまざまなところから人口問題研究所、国の機関等が試算し



ているわけですね。出生率とかいろんな数字を当てはめてやっているんじゃないかと思いま

す。 

  このように、年間200人からの町民が減っているという現実を踏まえて、町長もおっしゃ

るように、さらに加速しているという中で、これはやはり町も重大なことと受け取ったほう

がいいんではないかということですね。町もそれなりの人口増加策を考えているとは思うん

ですが、この前の対応の中で、町長が、これはなかなか１万3,000人というのは難しいんじ

ゃないかと思うんですが、ともあれ平成30年まではそれでとめたいということのようでご

ざいました。 

  今お答えいただいた中から、定数の、そうしますと、小さい町の思いということも、一つ

には重要ではないかということを思うわけですね。これはもちろん総じて人口が減少してい

るんですから、町だけじゃなくて、これは町職員だけじゃなくて、議員定数等もこれは考え

なくてはならない時代も来るのかもしれません。いずれにせよ、人口減少の中、定数の減員

も、これは考えなくてはならないんじゃないかと思いますので、定数を、条例として定数減

等々を適正にまた運営するような考えがあるかどうか、そのようにひとつ、これが平成21

年に確定された条例ですよね。ですので、そろそろそれは見直すような考え方があるのかど

うか。 

  それから、もう一つには、大きくは人口減と同時に、町長も何度もおっしゃられるように、

町税の減少がある。非常に、町税の根幹としている町民税等々、町税を主体とする自主財源

の減少ということは町長もおっしゃられているわけで、そういう中で、この入るのが少なく

なって人口が減っている中で、やはりこれは町職員の定数なんかも抑制する必要がある。こ

の間、ずっと抑制してきたという経過があるわけで、ここに監査委員等々の報告も、また審

査に当たり、監査の報告ですよ、２ページにですね。ちょっと読ませていただきますと、前

年度決算審査意見書に記載された検討課題とその後の取り扱いについて報告を受けた。取り

組みについて報告を受けた。主な内容では、臨時職員でできる仕事の仕分けをし、伝票作成

など、仕事の内容について内部で検討されたい。また、正規職員は、定員適正化計画に基づ

き管理されているが、臨時職員は、職員数の隠れみのにならないような配置を考慮されたい。

それから、定員適正化によって職員数を減らしている状況の中、臨時職員で対応可能な業務

は、正規職員を採用せず適用している。対応している。このように正規職員、臨時職員を合

わせても、総数がこれまでより増となることがないように配置するという報告がありました

という記述がございます。この辺からも、これまでずっとこういう抑制で減らしてきたとい



う中で、この間来たところが、今、増勢に転じたのかなと。６人の募集ということから、増

勢に転じたんではないのかなというふうに思いますので、その点で伺ったわけです。 

  もう一つは、あと、今現在、臨時職員も採用されているかと思うんですが、その辺の数値

というものは、数字はどんなふうになっているか、ちょっとそこも伺っておきたいと思いま

す。 

  それから、３番目の、先ほど町内外から募集すべきではないかということに関して、これ

は町内の要望もあり、少子高齢化に対応して、地元から採用したいんだというふうにおっし

ゃられたわけですが、こういう逆に少子高齢化、あるいは非常に厳しい財政の中で、入って

いただく人材に関しては、本当に優秀な方を入れていただいて、今現在も優秀な職員だと思

うんですが、少ない経費の中で住民サービスが滞りなく行われるというようなことが、やは

り眼目ではないかと思うんですよ。そういう願いから、どうしても町内で募集するというこ

とに関しては、ちょっと惜しい気がするというふうに考えるわけですよ。よその方というこ

とは、よそのいろんな経験、若い方もよその町で育って、さまざまな体験、さまざまな価値

観を持っているかと思うわけです。そういう方をやっぱり町の中に取り込んで、そういう経

験も生かすということも、これまたひとつ、考え方じゃないかと思うわけですね。現在、ほ

とんどのところの町の募集要項等を見ましても、なかなかこの町の出身とか、この町の人間

に限るというふうなことを書いてあるのは少ないわけで、その辺ひとつ再検討いただけない

かなというふうに思っております。 

  それからまた、この前の答弁でも気になるのは、町長が、募集しても余りいい人来ません

よなんという答えをちょっとおっしゃっていたものですから、ちょっとあれ、それは現在の

職員に対しても、ちょっと失礼に当たらないかなというふうに思います。その辺は職員組合

あたりから、何か苦情なりなかったですか。その辺もちょっと含めて、私は現在、優秀な職

員でやっているというふうに認識しておりますので、ひとつお答えいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは総務課長から答弁させますけれども、職員定数につき

まして、何が誤解しているようですから。 

  まず、うちの町の職員定数につきましては、条例上は199人です。そういう中で、適正化

計画の平成21年度を終期とする適正化計画の目標値は197人でしたけれども、そのときは

193人と。197人のときは193人となりました。そして現在では、今187名。そういう状況で

ございますので、御理解願いたいと。現状は187名でございます。 



  次に、当然人口減と職員のあれ。当然それは人口が減れば職員も減る。それは当然考えな

ければならないと考えております。議員の皆さん、また町民の皆さんに知ってもらいたいの

は、本当、権限移譲ということで、県のほうから大分町のほうに事務量がおりてきておりま

す。昔の職員の人と今の職員の方と、もう仕事量が相当ハードになっておることだけは、皆

さん方理解していただきたいと。何しろ権限移譲が予想以上に県からこの町におりてきてい

る。そのことは御理解願いたいと思います。 

  それで今回、一応６名という大変多いじゃないかという中で、これはバランス的にやめる

人との相対の中で、今、職員募集をしている。だからやめる人が多くなれば、当然その分募

集する人が多くなる。そういう考えでございますので、今回たまたま６名ということは、そ

ういう状況でございますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  あと、公募のことは、これはもう須佐議員のときに言ったように、これは公平さとかそう

いった中で、一応法には違反していないと自分自身は考えているもので、基本的には東伊豆

町民を採用していきたい。そういう中で、基本的には二次試験に行くということは、ほとん

ど県のレベルに達している。県の一般事務の試験に受かった人が二次試験に来ております。

その中で、現実的にはそれ以下の方は町は採用しておりませんので、レベル的にはもうある

一定の人が来ておるので、その辺、能力的と、さらにやっぱり一日町長室やったので、町民

以下もやっぱり、地元の雇用ということは結構言われます。そういう中で、地元の雇用とな

ると、観光があるならば、結構就職先もある。基本的には役場とか農協、そういうことを、

就職できませんかと、結構言われます。一番困るのは、やっぱり新しい人が入ってきて、そ

れは活性化になる。やっぱり町としては、あったうちがなくなってしまう。これが一番困る

ことなんですよ。基本的には東町民をなぜかといいますと。やっぱりその家というものを大

事にしていきたい。自分自身はそう考えております。町内からその家が町からなくなってし

まうのは大変寂しいことですから、そういう中で私が東伊豆町民を優先した中で、町の形態

を保っていきたいと考えております。できるだけこの東伊豆町民の方が、多くこの町に帰っ

てきていただきまして、この町に愛着を持っている人が、この町をいい町にしていきたい。

そういう気持ちの中で、東伊豆町民の方を、私がやっている限りは優先していきたい、そう

いう考えであります。 

  藤井議員の考えもわかりますけれども、これはやっぱりお互いに考えの相違でございまし

て、 確かに藤井議員のような考えもありますけれども、私は一応基本的には東伊豆町民、

家というものを大事にしなくては、家が滅亡すると、やっぱり町ごと倒してしまったと。最



近聞きますと、このうち跡取りがないから、もう商売やめた。そういうことも聞きますしね。

やっぱり基本的にはこのうちというものを大事にして守っていきたいという中で、とりあえ

ず東伊豆町民を優先していきたい。 

  能力的にも、基本的にはよその人とは負けない、そういう考えもありますし、職員になり

ましたらば、やっぱり視察とか研修、いろんな面でまたよそを見にいきますし、一旦またよ

そに出た方は、このよそから見た東伊豆町というものを真摯に見ておりますもので、よりよ

いまちづくりができる、そう考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  定数条例の削減、これはまた今後の中で考えていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） 臨時職員の人数といった御質問でございますけども、臨

時職員につきましては42名、この中には緊急雇用等、あるいは建設作業員という方が９名

いらっしゃいます。内容的に見ますと、一番多いのは放課後児童クラブ６人、給食センター

７人といったところが臨時職員が多いかといったところでございます。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） ただいま明快にお答えいただきまして、定数やら臨時職員の数等もわ

かりました。また町長も、非常に事務の移管が、国県から移管されて、非常にハードになっ

ているというあたりも、私そうであれば、やっぱりその辺も、もっともっと町民に説明する

必要があるんじゃないかと思うんですよ。その辺で、ただ、一般的にはまだ、例えばここに

資料の１というふうに示してあるんですが、いろんなインターネット等々開きますと、各町

で積極的に自分の町の財政やら人数やら等々を示しているわけですよ。こういうふうににそ

の資料の中一つに、人口1,000人当たりの町職員の数というふうなものが出ているところが

ありまして、全国といっても広くなりますので、この静岡県だけ比べております。その数字

見ますと、資料の１によりますと、人口1,000人当たり職員数が、例えば函南町だと６人だ

ということです。吉田町が6.2人というふうに来ているわけですが、その中では我が町が

11.6人というふうな数字になる。もちろんそれより多いところもございます。そういう数

字が出ているということをひとつ念頭に置いていただきたいなと思います。 

  それから、それに比べて、また逆にといいますか、町の経済といいますか、町なかの人々



の暮らしといいますか、そういうものも非常に厳しいものがある。これは先日もある、ずっ

と続いていたお酒屋さんが閉店しまして、これは残念ながら駅前にまたシャッターのお店が

一つになってしまったと。長いこと続いてきたお店がこうやって１軒１軒、火が消えるみた

いに抜けていく。くしの歯が抜けるみたいな状態で閉店せざるを得ないということは、本当

に残念なことなわけです。そういうお酒屋さんの閉店セールなんかに私も行って、半額だな

んというんで、これはちょっと言ったりしましたけど、非常なにぎわいでした。ふだんから

そのくらいにぎわいがあれば、これは閉店しなくていいんじゃないかと思うんですが、残念

ながら売り上げ減少等々で、非常に町内でシャッターをおろしているお店、それから職人さ

んが仕事がないという話。そういったもの目立つわけですよ。その中で、静岡県の中で、こ

の町がじゃ、どの辺に所得のランクがあるのかというふうに、ちょっと県のほうのランクで

見ますと、この資料の真ん中なんかですと、静岡県ですから、35市町あるわけですけども、

一番上あたりですと、駿東郡の小山町ですか。それが例えば397万5,000円というふうにな

っている。その次が吉田町で307万6,000円というふうになってきて、東伊豆町を例にとり

ますと224万円というふうになっております。これは静岡県市町民の所得、平成22年度の数

字でございます。一人当たりの所得に、これはいろんな数字がはめ込まれて、県のほうで計

算していると思うので、統計みんなそうですけど、全部正確かどうかというのは、ちょっと

わかりません。 

  ただ、一応の目安として、こういったふうなものが発表されている。伊豆地区が非常に低

いわけで、35市町ある中で、東伊豆町は30番目。下から何番目ですか。５番目に入ってし

まう。残念ながらそのほか、伊豆市から始まって、松崎町、下田市、その次に東伊豆町、伊

東市、河津町、西伊豆町というふうに、それから南伊豆町が来ていますが、平均しましても、

非常にこの伊豆半島の地域では低い金額になっているということが見えるわけで、これも先

ほど申したように、商店街の疲弊と申しますか、非常に町民の暮らしぶりが苦しい立場にあ

るということがおわかりではないかというふうに思うわけです。 

  そういう中で私は、役場等もこれから人口が毎年200人ずつ減っていく中で、さらに加速

度ついて減る中で、やはり定数等も見直す時期が来るんじゃないかというふうに思っており

ます。そして本日の質問になったわけですが、臨時の方も含めて、現在臨時職員も含めて、

定数以内で運営しているということでございますが、事務内容もふえている。その中で、何

とかこれは町民の苦しみも勘案し、税収の減少も勘案し、人口の減少も勘案し、どうして必

要かということをもっともっとインターネット等々も使用して、町は発表していただきたい



と。 

  それから、先ほどの仕事の内容もふえているというあたりも、町民の理解も得たほうがい

いんではないかと思うんですよ、もっともっと発信してですね。そういった意味で私は、さ

らに現在いる人、あるいは入ってきた人の定着等々も含めて、新たな仕事なんかに対応する

だけの能力といいますか、そういう人材育成政策といいますか、そういうことも、これから

確定していかなくちゃならないのかなというふうに思っております。そういうことによって、

少なくとも入った方はやめないで、ずっと定着していただいて、優秀な人材で、少ない税金

で、いかに住民サービスをしていくかということが、一つのテーマだと思いますので、その

辺の考え方、ひとつ町長にお伺いして、私の質問の第１問終わりたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、職員数のこと。うちの町多いじゃないかと言われる中で、基本

的には、内容的には、どこの自治体においても、基本的には内容は同じなんです。これを見

る限り、やっぱり松崎から伊豆半島の西伊豆まで、もう全体的に10人から12.4、大変多い

数字。これは基本的には人口があれでも、基本的には内容的には同じなもので、人口1,000

人当たりの職員数。これはふえてくるのはもういたし方ないのかなと考えておりますので、

その辺は御理解願いたいと思います。 

  次に、所得に関しましては、これ東海道筋に比べれば、この伊豆半島の賀茂郡、本当、最

低でございます。そういう中でやっぱり、何かというか、基本的には企業がないとか、いろ

んなこと言われます。また観光もダメージあります。基幹企業がないということが一番の財

源が、１人当たりの所得が少ない原因かなという、一応そういう分析はしております。そう

いう中でやっぱり、企業が来るような立地条件、またはそういうことができるようなまちづ

くりをして、また景気がよくなりまして、主幹産業である観光等が元気になって、また一般

町民の所得が上がるような、そのような時代が必ず来るので、バブルのときのようなことは

ないと思いますが、多少の、今アベノミクスとかいっても、まだまだこちらには来ておりま

せんけども、必ずやアベノミクスの影響も、いずれこの伊豆半島のほうにも来るじゃないか

と、淡い期待は寄せているところでございます。 

  あと、人材育成。これ一応職員研修はやっています。その職員研修がまた総務課長より、

どのような内容かとは答弁させます。 

  町民への周知、これは大変難しい。ある程度町の広報誌を見ていただければ、ある程度ど



のようなものが職員研修になるか、これはわかると思う。あとはホームページとかいろんな

面で、またその辺は町民への啓蒙活動はやっていきたいと思いますもので、そういうふうに

やっぱし、昔に比べて県からの権限移譲が多くなったということは、やっぱり町民の皆様が

知っている中で、やっぱり昔の役場と体質が違うんだということは、皆さん方ちょっと理解

していただきたいと思います。 

  職員研修につきましては、どのようなことを職員研修としてやっていくかということは、

総務課長より答弁させますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） 職員研修という対応でございますけれども、職員を集め

ての庁舎内で講師を招いてという講師もございますけれども、県との派遣交流もしておりま

す。それと自治研修という形の中で、総務課から常に、こういった研修があるよという文書

等が、これは必ず全職員に配付した形の中で、それぞれ職員が仕事に関する専門的な研修、

あるいは自己を磨く形のスキルアップ、あるいは管理監督者としての研修等、もろもろなも

のがございますけども、それらについて、最近では、若い職員においては、みずから進んで

研修に行かせてくださいといったものが大変多くなっているのが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、公共工事についてを許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは第２問の公共工事についてお尋ねいたします。 

  これは非常に町なかで何となく、大きな事業が、工事があるせいか、いろいろちょっと私

らのところにも、あれは何の工事ですかとか等々の問い合わせ等もあったりしますので、答

えられる範囲は答えているんですが、やはりさらに自分たちもわからないようなこともあり

ますので、その辺等々も含めてお伺いしたいと思っております。 

  道路工事前に、説明がちょっと不足していたんじゃないかなというふうなことも、２、３

あったかなというふうに思いますので、これはあるいは工事後に、こんなふうな工事になる

と思わなかったというふうなことで、あるいはちょっと不便があるので困るというようなこ

ととか、交通安全についてはどうなっているのかというようなことが問い合わせにあります

ので、ひとつその辺も、工事後の交通安全対策はどうなっているのかということをお伺いし

ておきたい。 



  それから、細野高原の駐車場整備の件に関して、これはトイレだけに限定しているわけで

はないんですけれども、ここにちょっとトイレというふうにこだわったような書き方なんで

すが、その周辺に関しても、ちょっと、あれで大丈夫かなというようなことがありますので、

その辺ちょっと伺っておきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問、公共工事についての２点からの御質問となってお

りますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の道路工事前の住民説明や工事後の交通安全対策が後手に回っているが、今後

の対応はについてですが、道路工事前の住民説明につきましては、地権者や各区の区長及び

役員に工事説明をし、理解を得た上で工事を実施しております。さらには回覧やケーブルテ

レビ等により、住民に周知をしております。 

  工事後の交通安全対策が後手に回っているとの御指摘ですが、交通安全対策につきまして

は、設計段階で公安委員会と協議を行い、安全対策を図っておりますので、御理解をお願い

いたします。 

  ２点目の細野高原の駐車場のトイレは小さいように見えるが、イベンド時などに対応でき

るかについてですが、昨年度の細野高原のすすきイベントについては、１万人を超える来誘

客に訪れていただきましたが、トイレにつきましては、イベント広場横の水洗トイレ、大３

基、小１基及び三筋下駐車場の仮設トイレ２基で、大きな混乱なく終了することができまし

た。今回増設している第２駐車場のトイレは、昨年度より来遊客がふえていることを想定し、

また、イベント広場トイレまでの距離が離れていることから、来遊者の利便性を考慮して整

備するものです。新設のトイレは洋便器３基を備えており、また三筋下駐車場の仮設トイレ

も昨年より１基ふやす予定でおりますことから、来訪客が昨年と比較して２倍程度に増加し

ても対応できるものと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） ただいま公共工事についての説明いただいたんですけども、非常に大

きな工事がちょっと目立ったというのは、例えば港地区等ですね、港湾工事、これは終わり

まして、整備されて、車も通行していると。非常に広くなって、これは大きな道になったな



というふうに思っているわけです。 

  ただ、もう一つ、小学校前の道路、小学校前のヤオハンに行く道ですね。稲取臨港線です

か。その辺の工事に関しても、非常に広い幅になったんですけども、住んでいる方がおっし

ゃるには、向こう岸に渡るのがなかなか大変だと。ちょっと非常過ぎて怖いというふうな、

そういう点なんかでこんなに広い道要らないんだけど、向こうの自分たちの住んでいる、今

まで行った来たしていたものが、なかなか広くなり過ぎて、ちょっと行かないんだよ。怖い

よというふうな訴えがありました。 

  また、ヤオハン入り口のところも、時々入谷に行く道と、それからヤオハンに曲がるほう

の道で、ちょっとした小さい渋滞がちょくちょく起こっていますね。そういう点も、交通安

全対策上に不備がなければいいけれども、何か事故があったりすると、ちょっと大変だなな

んていうふうに懸念しております。 

  そういったことも、先ほど設計段階で安委員会、県のですか。相談もしているということ

でございますけども、やはり例えば横断歩道のペインティングをきちんとするとか、もう少

し早目早目の対策を、港のほうも、小学校の工事等も含めてやっていただきたいというふう

に思います。 

  それからもう一つ、説明がちょっと不足したんじゃないかという点では、前回の議会でも

そういった質問がありまして、町からもその報告はあったんですけれども、例えば入谷の上

のほうに住んでいる方も、今、臨時の道、迂回路になっているわけですけども、上に10軒

近くの方が現実には住んでいるわけですよ。そうすると、そこで、迂回路といいますと、初

め示された迂回路がずっと、アニマルキングダムのほうに抜けるんだというふうに言われま

すと、毎日の通勤やら通学ですね、等々、非常に困難を来す。あるいはごみ一つ出しにいく

にも、そちらを通るというのは大変な距離なわけですね。そういったことで、ちょっとそれ

が急に始まって、自分たちはいつの間にかそんなふうになったということを聞いたので、ち

ょっとこれは驚いたということです。 

  それからもう一つは、９月の25日までということで、非常に長い期間だったものですか

ら、生活にちょっと不便なものですから、そういうときには、もう少し事前の説明が欲しか

ったということです。 

  それから、迂回路をつくっていただいたんですけれども、その迂回路が非常に砂利舗装で

すか。砂利舗装のために、道がでこぼこになっていて通りにくいということがございまして、

これは自分なんかも走ってみたんですが、洗濯板みたいな感じになっていて、ちょくちょく



これは直していただかないと、やっぱり迂回路としてはちょっと不備があるんじゃないかな

という気がするんですが、その辺のところちょっと、細かいことですが、お尋ねしておきた

いと思います。 

  それから、２点目のトイレに関しては、私はこれちょっと写真撮ってきたんですが、これ

も初めにつくられた通りですよね。上のほうです。イベント広場の前にありますね。これな

んです。これが現在、駐車場のところにつくられたトイレです。もちろん外観も全くそっく

りなんですが、これはちょっと日陰になってしまったんで、写真がちょっと見にくくて申し

わけないんですけども、下のほうが一つ少ないわけですよ。この窓も見ていただくとわかり

ますが、上のほうの駐車場は長い窓とここ３つ。それからこっち側、長い窓とこちら２つ。

現実には１つ、この男女共用みたいにマークが入っているところがないわけで、男性用、女

性用だけと。あと身障者用のトイレということですね。そうしますと、いいですか。前の

47台の駐車場のときに、これだけ大きなほうがつくられて、103台の駐車場のところには、

小さいトイレになっているわけですよ。そうしますと、これは本当にどうなっているのかな

というふうに考えるんで、ひとつ小さいというのはそういう意味ですね。規模的に大丈夫か

なと。103台のところのほうが小さくて、上の47台のところの駐車場のほうが大きなトイレ

をつくっているということです。 

  それから、これですね。デザイン的には、町が要請してやっているのかどうか。この前上

につくったときに、私これ何とかデザインにならないのかと。それから、これは論争しても

しようがないって町長言うかわかりませんけども、これ見た目の感じというけれども、これ

はおかしいです。それから、使い勝手が悪いというのは、これは町長もちょっと認めた経過

があるんじゃないですか。これ前植栽するとか、塀か何かを、これは非常に入りにくいとい

うことで、ぜひ改善方をやっていただきたいと思います。その辺答弁いただきたいと思いま

す。 

  それに付随して、ちょっとお伺いしたいのは、ここの残土を、ここが今駐車場ですね。広

い103台の駐車場を、木を切って、ここが道路ですね。ここをつくったわけですが、その残

土をここに運んでいるんでしょうか。今ある駐車場の下、ここのところに、前回もお聞きし

た経過もありますけれども、まだそこのところ明確じゃなかったんですが、どんどん広がっ

ていると。この辺の面積は一体どうなっているのか。土はまだ、ここ工事が終わっているん

だけど、まだ広がっているという意味では、ここの土なのかどうかということなんですが、

その辺はどうでしょうか。ちょっとお伺いしたいんですが。 



○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、藤井議員から質問されました道路工事、大変難しいなと考えまし

た。と申しますのは、やっぱり町のほうには、稲中から、大変道が狭いもので、広くしてほ

しいという要望の中でやった中で、今度は逆に広すぎたと言われても、ちょっとね。どれを

参考にしていいのかわからないもので、その辺は藤井議員も、言われた町民の方には、一応

こういう要望があった中で、町がやったもので、交通安全に関しましては、さっき言ったよ

うに公安委員会の中で、十分に、横断歩道は当然つくりますもので、その辺は御理解願うと、

一言言ってもらいたいです。そうでないと、うちは何を根拠に、例えば要望が来たりしても、

本当にこれ要望、皆さんの要望ですけれども、確認した中でやらなければならない。やっぱ

りやった中でそういうことを言われますと、町としても右往左往しちゃって、いかがなもの

かということを考えますもので、その辺また藤井議員もすべて言わないで、地域住民に、ち

ょっとこういう要望が出た中でやっていく。できるだけ町民の方には不便をかけない方向で

やりますよという、その辺のことをまた町民に言ってもらえば、大変ありがたいと思います

ので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、入谷側の仮設に関しましては、最初では１軒１軒職員が回った中で、一番遠い、あ

そこからゴルフ場を回った。それである程度納得してくれたことは職員から聞きました。し

かしながら、入谷区のほうから、これでは余りにもちょっと不便過ぎるものでという中で、

今の仮設道路をつくったのが現状でございます。そういう中で、一般職員が回ったときは、

とりあえず遠い仮設をやむを得ないから認めてくれた中で、入谷区のほうから、これでは余

りにも住民が遠すぎるもので、何とか仮設をつくってほしいという中で、仮設をつくったの

が現状でございます。これはあくまでも仮設でございますから、この９月25日に完成する

までの本当の道だとか、でこぼことか、これかある程度仕方ないかと思います。しかし、こ

れによって事故が起こっては困りますけれども、その事故に関しましては、当然町も施工会

社も十分注意した中で、今の現状があると思いますもので、その辺は御理解願いたいと思い

ます。 

  道路に関しては、以上でございます。 

  次に、細野高原。これは総合的に判断していただきたいと思います。基本的には、今、上

の駐車場のところの一番てっぺんに簡易トイレがあります。その中で、上には一応駐車させ

ないつもりで、あくまでも車に関しましては、お客さんの駐車場は下でございます。上の駐

車場は、基本的にはスタッフとかそういうのが集まるつもりでございますもので、その辺、



人数というか、これだけ増設すればいいんじゃないかと自分自身は考える。その辺の考えは、

またちょっと担当課より説明させます。 

  その中で、デザインに関しましては、本当にこれは再三再四やります。その中で藤井議員

はいかがなものかという中で、やっぱりいいデザインだね、とかありますもので、そういう

意見も聞きますもので、これはデザインに関しましては、これは藤井議員の意見はそういう

意見の中で、これは皆さんの中でこういうデザインになると私は考えておりますもので、そ

の辺は御理解願いたいと思います。 

  その中で、便所の入り口のことを言われました。要するに正面に入り口があるもので、入

りにくいよということは、去年言われましたもので、ことしはその入り口が見えないように、

何かそういう方策をいたしますもので、それは御理解願いたいと思います。どのようなもの

かということは、また担当課より説明いたさせます。また、土に関しましても、担当課長よ

り説明させますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいまの藤井議員の残土のことについて、観光課の工事

を所轄しております我々のほうから説明させていただきますが、６月定例会でも報告させて

いただきました。この駐車場と、それから入谷天城１号線の道路工事にかかわる残土を、現

在入谷４区の管理をしております土地に御協力を求めて、昨年度整備いたしました駐車場の

裏手になりますけれども、そこにまた人が集まれるような広場が欲しいというような要望も

あったということから、そこへ残土を処理させていただきながら、あずまやを含めて、昨年

整備しました駐車場の裏へ、平らな部分を今造成しているという形で、その他の公共工事か

らの土の搬入はありません。できた暁には、植生等を施す内容で計画をしております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 藤井議員の、トイレの数が足りないのではないかという御意

見をいただきました。町長のほうから答弁をさせていただいたとおり、昨年の１万人を超え

る来遊客の状況を見ましても、一番マックス、一番多い日は10月の21日、これは防火団員

の山焼きの日なんですけども、822名がおりまして、そのときもトイレの状況はふだんと変

わりなく、行列ができるというふうな状況ではございませんでした。ただ、どこの市町にお

きましても、このトイレというのは、何人の数というのがなかなか想定できないもので、そ



れについては、このイベントそのものが１カ月ちょっとのイベントという中で、浄化槽を規

模を大きくして、工事を過大な工事というふうな形になってしまうというのも、一つの考え

ものでありまして、やはりその状況を見て、イベントの状況を見て、仮設のトイレを対応す

るというふうな形が得策だというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

  それから、トイレの目隠しにつきましては、目隠しのほうは間違いなくさせていただいて、

今年度そのように、特に御婦人の方からそういったお話がありましたので、対応させていた

だきたいと思います。 

  それからあと、別荘地の方の道路の関係ですけれども、これにつきましては、恐らくアザ

ミ原の方の関係ではないかと思いますけれども、今回の細野高原の関係について、一方通行

をということですけれども、これについてはあくまでも細野のイベントを、ススキを観賞さ

れた方について、お帰りになるときに、整理、中ノ平の線を使って、ゴルフ場の脇を通って、

アニマルキングダムのほうへ帰っていただくということで、そのお話でございます。ですか

ら、アザミ原の方の関係の通行ができないんではないかというのは、それはその該当外のお

話だものですから、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） お答えいただいて、納得できるところと、ちょっとできないところも

あるんですが、目隠しに関しては、これはずっと前に私質問していたんですけども、そのと

きもやるというふうにおっしゃっていただいて、まだやっていないという点で再質問してい

るわけですよ。ですから、今お答えいただいて、やるんだということなんですが、もう10

月イベント近いわけですよね。ですから、そういう点での、少しスピーディーにやったほう

がいいと。 

  それから町長、デザイン的には見る人の、見た目のあれは、外観の感じ方は主観だという

ふうにおっしゃるんですけれども、これをいいというふうに言うのは、ちょっと町長、セン

ス悪過ぎだと思いますよ、これ。本当に。それで私、不思議に思うのは、工事費ね。この造

成が約5,600万かかって106台の造成しているわけですよ。その中でトイレも入っているわ

けですけれども、トイレを新たに設計するとか、何かさせなかったのか。つまり、観光地で

すからね。これトイレやっぱりきれいにしておくというのは、非常に重要なことじゃないか

と思うんですよ。例えば隣の伊東市なんかの例ですと、トイレサミットなんというのを、全

国の観光地の人を集めて、トイレだけでサミットを開くなんというふうなことをやっていま



す。非常にきれいなトイレを観光地につくるということに力点を置いているわけですよ。そ

の点、私言うのは、デザインだけじゃなくて、せっかく5,600万円もかけて、駐車場の整備

とトイレを一つつくるということに対して、もっと町は、こんなデザインでやってもらいた

いとか、こういうふうにしないのかというふうな形がもっとできなかったのかというふうに

思うんですよ。あのときもちらっと私要望したと思うんだけど、バイオトイレには本当にで

きなかったのかどうかですね。これはひとつ、予算の範囲は、かなり大きな予算を使ってい

るわけですから、町で要望するべきだったんじゃないかと。 

  それから、駐車場の排水なんかは、自然排水ですか。自然透過方式というんですか。沈殿

式といいますか、そういうふうなことだというふうにたしか聞いたような気がするんですが、

このトイレに関しては、排水なんかはどんなふうになっているか、ちょっと伺っておきたい

と思います。 

  これは全体的な細野高原の、これからの利用の仕方、あり方というふうなことで考えられ

ていることだと思いますが、ここを保全することに関しては、町長も同じ思いだと思います

けれども、なるべく自然を残してたくさんの人に来ていただきたいというふうに思っている

わけです。それには、やはり余りに大きな自然を改変してしまうようなことで、これはいか

がなものかというふうに思っておるわけです。 

  例えば先日テレビでちょっとやっていましたが、祖谷のかずら橋ですか。これは徳島県の

古い歌なんかにもなっています、かずら橋という観光名所があるんですが、川に細いつり橋

がかかっているわけですよ。そこが秘境だということで、非常に人気があった。ところが開

発をして、余りたくさん人が来るというので、これは何とか駐車場をつくり、広げて、ある

いは道路も拡幅したと。非常にあっけらかんとなってしまったら、観光客が激変したという

んですよ。こういったことが現実に秘境の観光とか自然のお見せするという場合にはあるか

と思うんですよ。ですから私は、再三余り開発が野放図にならないような形で、車も行かせ

ないというのは、町長と意見一致していると思うんですが、バイオ、あるいは電気の自動車

で送迎してはどうかということを、再三提案したりしているわけです。そういった意味で、

総合的に考えていただいて、これはもううちの町に残された最後のすばらしい観光地ではな

いかと思いますので、ぜひ自然の保全、景観の保全にも留意されて、進めていっていただき

たいという思いでございますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） この質問は、もう６月の定例会で、藤井議員とも再三再四やり合った



もので、また３カ月後にこの同じような質問が来ると私思いませんでした。もう６月にこれ

やったものですので。 

  まず、デザインの景観。やっぱり景観よりは基本的にはもう中がいかにきれいか。やっぱ

り幾ら景観が立派でも、観光地のトイレに行って汚かったら、これはもう幾ら外観が立派で

も、それはもう幻滅しますよ。私はあくまでもデザインはこれでいいと。あとはこの中の管

理。これが一番最重要じゃないか。やっぱり来たお客さんが、何だ、このトイレは。汚いね

というのは、一番観光地として最低ですから、この管理をやっぱりいかにしっかりするか。

これがもうあれだと考えています。 

  そういう中で、再三再四、藤井議員遅いと言われますけれども、目隠しは必ずやりますし、

基本的には今工事やっている人がやるのが一番値段的にも安く考えられます。経費も同じよ

うなあれでやるもので、基本的にはそういう中でやるんじゃないかと私は考えています。そ

れはちょっとわかりませんけど、それは、何しろ今、この10月の１日に間に合うように、

ここは絶対やりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、これみたいに私は、藤井議員と、この右側の一番下、これアスファルト駐

車場になっています。その前にトイレがありますよね。そのトイレは芝生であります。その

辺は御理解願いたい。一応私が全面アスファルトやろうかと思ったんだけども、トイレのと

ころは基本的に車が入ってこないもので、トイレのところは芝生広場でやるということは御

理解願いたいと思います。 

  景観保全は、もう再三再四言っているが、私も同じです。将来的には、ここはもう電気自

動車走らせてやりたい。それはもう同じ考えでございます。そういう中で、やっぱりこの細

野高原、本当にこれは一致するところで、大変すばらしいところでございますもので、その

辺は町としてもできるだけ人工的に手を入れないで、できるだけ保全の方向にいきたい。こ

れは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。 

  排水に関しましては、担当課のほうから説明させます。よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいまのトイレの排水に関しましては、水洗トイレでご

ざいますので、合併浄化槽方式となっております。 

  以上です。 

  もう１点、駐車場の排水に関しましては、６月のときにも質問いただいたと思うんですけ

ども、１カ所に集積した中で、布団かごという大きな網の中に大きな石をためた、マットレ



スの大きなようなものを幾つか固めて、そこで一度分散させて、稲取大川川の上流になりま

すけども、そこへ排水を散らすというような方法で今施工されています。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 答弁漏れ。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 浄化槽の排水先。二次排水の関係でしょうか。浄化槽で処

理されております二次排水につきましては、駐車場の中の側溝の中に入って、雨水の排水と

一緒に処理をされるというような形式になっております。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま６番、藤井さんの一般質問中ですが、議事の都合により午後

１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

  午前に引き続き、６番、藤井さんの一般質問を行います。 

  次に、第３問、アスド会館についてを許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは午前中に引き続きまして、第３問、アスド会館についてをお

尋ねいたします。 

  これはアスド会館、先ほど同僚議員からも質問もあったので、なるべく重複しないように

というふうに私も思っていますが、別な観点からお尋ねしたいことがございますので、２つ

ばかりお尋ねしたいと思います。 

  アスド会館を利用したイベントが最近ちょっと多くなっているように見受けますので、そ

れについて、そこを使ってやるに当たって、その耐震工事なんかに関しては、しなくていい

のかどうかということが１点です。 

  それから、これまでの位置づけが、やはり町長再三売却の方向でというふうにおっしゃっ

ていられるわけですけども、今の防災の観点から、新たな事態ですので、その点から少しそ

の位置づけを変えるおつもりはないのかということをお尋ねしたいと思います。よろしくお



願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第３問、アスド会館については、２点にわたる質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  １点目、アスド会館を利用したイベントが多くなったが、耐震工事をしなくていいのかに

ついてですが、アスド会館は平成15年度に実施した耐震診断で、大規模な耐震補強が必要

との結果が報告されました。当時、施設の利活用検討を諮問されましたアスド会館運営委員

会及びアスド会館特別委員会でも、耐震性が施設利活用検討の大きな課題となり、財政事情

等から、耐震補強の実施は難しいが、避難誘導が比較的簡単な昼間の施設活用などが提案さ

れ、外部に直結した５階及び６階を基本とし、施設利用希望者に貸し出しているところであ

ります。 

  このような状況から、アスド会館での町主催のイベントは計画しておりません。利用希望

があった場合は、施設の実情を伝え、別の会場での実施を進めていますが、それでも利用を

希望するときは、必要な対応の実施確約及び先ほど申し上げた内容を条件に受け入れしてい

る例もあります。現在も大規模な耐震補強ができる財政環境にありませんので、飯田議員に

お答えしたように、売却を基本方針としていますので、御理解をいただきたいと思います。 

  次に、２点目の町の活性化や防災拠点の上から位置づけを見直すべきでについてですが、

ただいまお答えしたとおり、耐震補強ができる財政環境になく、施設も老朽化していること

から、売却処分を基本方針としているもので、特に防災拠点としては、耐震診断結果から位

置づけすることは好ましくないと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） アスド会館に関しては、これは以前、全電通会館ですか。ＮＴＴの前

身の電電公社といった時代のところから町が譲り受けたというふうに伺っております。 

  あそこ労働学校という形で全電通さんが使っていたようで、長いことたくさんの方がそこ

に宿泊し、また研修なんかをしていたということのようでございます。それがある時点でこ

れを非常にお世話になったこの東伊豆町にお譲りしたいんだということで、無償譲渡という

形で町が受けたというふうに承っております。その後幾つか売却の話等々もあったようでご



ざいますが、そういった話は現在はないということですね。 

  私はこの前、町のイベント、町が主催しているイベントということじゃないんですが、住

民の健康づくり支援というようなことで、何ですか、この９月21日から23日の３日間に、

アスド会館を使って西洋医学と伝統医療のコラボレーションですか。「からだ会議伊豆」と

いうのを開催されるんだというふうに伺っております。これはうちの町の商工会なんかがや

はり主体になってやっているのかなということで、３日間にわたって、こういった医療関係

のイベントが行われると。これに関しても、もう少し一般的に知られていないようなんで、

宣伝するのは、町としてだけじゃなくて、町の施設を使うということで、宣伝がちょっと足

りないななんというふうな気はするんですけれども、みんな知らない人が多いということで

すが、こんなふうに８日19日の伊豆新聞にも載っております。 

  それから、私らのところにもチラシなんかは回ってきておりますが、そういったイベント

がある。それから、８月26日の伊豆新聞によりますと、賀茂地域資源活性促進連連絡会で

すか。これが10月の17日にやはりアスド会館を使って、賀茂地域６次産業化異業種交流会

というのを開くというふうに承っております。こんなふうに外部の方がここを使ってそうい

ったイベントをやるのは、大いに結構なことじゃないかというふうに私は考えるわけです。 

  それに当たって、今、町長お答えいただいたように、耐震化を以前は考えたといいますか、

平成15年に診断をしたところ、大規模になるということで断念したんだということのよう

でございます。その場合、これはどのぐらいかかるというふうな金額等の見積もりがあった

のか、ちょっとお知らせいただきたいなと思いますが、これは具体的に金額がどうこうじゃ

なくて、私も別な角度といいますか、それを今までは管理していた。全電通のころの管理者

の方から聞きまして、そんな大金かからないよと。現にあそこに自分たちが宿泊をして、そ

ういった研修をやっていたんで、まだまだ全く古くなったからあげるんじゃなくて、確かに

耐震というふうに法律に言われればあれですが、その工事の規模も、これは１億円ぐらいか

ければ、十分に機能しますよというふうに教えていただいた経過がございます。これはそれ

までそこを管理していた方ですので、それなりの言葉の重みがあるかなというふうに思うわ

けです。 

  そうしますと、１億円というふうな金は、これは確かに町財政厳しい折から、あだやおろ

そかな金額ではないのはよくわかりますが、しかし今、町なかでも、あちこちの工事で、や

はり１億円ぐらいの金は結構かかっていると。細野高原まで行く道と駐車場の工事とか、今

度、市民農園の工事とか、そのほか全額が町じゃないというふうな反論もありますようです



けども、それはそれとして、金額としてはそのぐらいの金額がかかる工事は、この間目白押

しになっているわけで、ですからそれは、金額が大変だからやらないということではなくて、

これをどんなふうに使っていくかによって、これは重要であるということであれば、先ほど

申したような金額でやれるんであれば、それはそれとして考えていただいたほうがいいんじ

ゃないかと思うんですよ。現実にはこういうふうに、利用のオファーといいますか、こうい

う問い合わせが来て、現実にイベントが組まれているということで、もし耐震しないままに

使っていると、逆に何かあったときはちょっと怖いなという気がします。ですから、私とし

ては、そういうことであれば、むしろ耐震工事を推進すべきではないかという考えでござい

ます。その辺は町長はまた、今言ったような内容から、どんなふうに考えるかということな

んですが、金額でね。具体的なことで、どう考えるかです。 

  また、もう一つは、使われ方としまして、あそこに体育館、プール、温水プールがあるわ

けで、これは一体となっているわけですよね。つまりアスド会館というときに、この前の売

却等々の話のときもそうでしたが、あれを分離したというふうなことはちょっとなくて、や

はりあそこ、アスド会館というときには、体育館、プール等々も一つの施設として考えて、

利用等々を考えているんではないかと思うわけです。その場合に、現在の利用のされ方から

考えますと、これは健康づくり課が推進しているさまざまなイベントですね。町の健康増進、

それからそういう、これは回り回って病気にならなければ、国保の負担も安くて済むという

ことで、健康づくり課も非常に力を入れてやっていらっしゃる。私も半年ばかり体験的にそ

こに加わったことがあるんですが、非常にいい内容で、筋トレ、筋肉トレーニングね。水中

エアロビクス、あるいは吹き矢等々をやっているんですが、確かにたくさんの方が来て利用

されている。これは非常に無料でやっているというところもすごいし、それだけの町民の人

を集めているという点でも、まさに健康づくりの拠点として非常に重要な役割になってきて

いるんじゃないかと。むしろこのことを推進していくような方向で考えられたらいいんでは

ないかというふうに私は思っております。ですから、この一体化したアスド会館とその周辺

の利用という意味で考えるときに、耐震工事をぜひ進める考えはないかということでござい

ます。 

  ２番目にはまた、さらに住民サービスの観点以外に、これはもちろん大きくいえば住民サ

ービスになるわけですけども、防災の観点ですね。これは３．１１大震災の後、やはりこの

町も、まあ何とかしなくちゃならないということで、いろいろ今対策めぐらせているんじゃ

ないかと思いますけども、何しろここは、役場、今現在あるところが、やはり町全体に14



メートルの津波が押し寄せるよというふうな発表の中で、非常に不安もある。どこか高台に

防災拠点を移す必要があるんじゃないかというふうに考えるわけです。その際、町はその備

えは現在しているようですけども、これがまた新しくそれを建設するということになれば、

かなり膨大な金額になるんじゃないかと思うんですよ。それがまた時間的にも余り長期の時

間をかけるわけにもいかないでしょうし、緊急性という意味では、防災拠点はやはり私はア

スド会館なんかがまさに適当ではないかと思うわけです。 

  というのも、城東地区と言われた奈良本地区と、それからこの稲取を中心とする東のこち

らのちょうど中間に位置している。高台である。そういう点からも、いろいろな意味で、指

令等々も発しやすいし、拠点になり得るんじゃないかと思うんです。また、町の体育館がす

ぐそばにある。そういう点からも、あそこには自衛隊さんが来るようだというようなことに

もなっているようですが、それからその付近の町の焼却施設とか等々の、総合的に考えると、

やはりあそこは防災の町の指令部として非常に適しているんじゃないかなと私は考えるわけ

です。 

  ２、３私も東北、被災地の支援とか行ったりしましたけれども、やはりああいう、例えば

町の一つの建物があって、それだけじゃだめで、脇にこの体育館とか何かがないと、物資の

集積とか、ボランティアの受け入れとか、あるいはもちろん町民の避難ですね。そういうの

に非常に不便をかこつということで、そういう意味ではぜひ、アスド会館はそういう目でも

う一度、防災の観点から見直しをしていただけないかという点で、いかがでしょうか。ひと

つよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、耐震の幾らかかるか。これは今現在、売却の報告でやっている

ものですので、耐震のお金幾らかかるといってもわかりません。しかしながら、11年前の

金額がわかるそうですから、11年前の金額は言いますけれども、現在どのぐらいかかるか

わかりませんし、まして現在ではもう中のものがよくないんですね。耐震だけでなく、中の

改修もやらなければならないということも考慮した中で、相当な金額がかかるじゃないかと

私は考えております。 

  そんな中でも、ちょっと１点、藤井議員から、この東伊豆町に14メーターの津波が来る

といって、町民がまた、場合によっては、この14メーターというのは、あくまで志津摩海

岸です。志津摩海岸が14メーターで、この役場近海では９メーターという数値が出ており

ますもので、14メーターの津波がこの東伊豆全体に来るのではなく、その辺はまた町民の



皆さん、誤解しないようにしていただきたいと思います。14メーターはあくまで志津摩海

岸で、この役場の中では、近海では、一応９メーター。そういうあれが出ておりますもので、

御理解願いたいと思います。 

  その中で私は、今、大変後悔はしている。基本的には労働学校を寄贈してもらうとき、私

も議員でしたもので、もらえとはっきり言いました。しかしながら、本当また首長預かって

みると、やっぱりただほど高いものはないんですよね。やっぱりあのときちゃんと精査した

中でやればよかったものを、ただ無償だからもらいなさいよと言った自分をちょっと反省し

ております。やっぱりそういう中で、いざ物件をやるときには、ちゃんとまた、自分は議員

でしたけども、そのときのことをちょっと反省しているのが今現状でございますもので、こ

のアスド会館に対する維持管理に二千何百万とかかる中で、本当に今苦労している中で、早

く売却したいというのが現状でございます。それと今、藤井議員から、防災拠点としてはど

うかということを言われました。確かに地理的には私はいい場所だとは考えております。し

かしながら、今言ったように、耐震だけではなく、今度はいろんな中の改修を考えれば、相

当な金額になるんじゃないかと考えておりますもので、今回この防災対策も基本的にできな

いもので、小林さんから寄贈してもらったテニスコートのところに、一応町の防災対策本部

が一応そこに置こうかという中で考えて、既に藤井議員も、基本的には防災対策本部のとこ

ろも病院に近いし、また消防署にも近いし、また道路が寸断するはことなく、また、今言わ

れた稲取高原行けると思うので、その点に関しましては、今の場所も決して悪いことではな

いと私は考えております。 

  その中で、使い勝手の中で、からだ会議がこの連休、21から３日間、次には県の農林が

一応また６次産業化の中で一応会合をやりたいと言われた中で、やっぱり壇上で言ったよう

に、この建物は耐震にはなっておりませんよということは言った中でやっております。その

中で、壇上でも言いましたけども、基本的には平成15年に一応利活用アスド会館運営委員

会で、特別委員会の中でも、５階、６階に関しましては、基本的には施設利用希望者に貸す

という、そういうまた答申が、しっかりした答申ではありませんけれども、言葉としては５

階、６階はいいんじゃないかという中で、一応事情を説明した中で、そういうことで貸して

いるのが現状でございます。 

  その中で、１点私もちょっと、からだ会議が、まだ町民に十分知らしめられていない。や

っぱりこれは啓蒙活動が十分やっていない中で、あくまでも主催は商工会でございますもの

で、一応アスド会館を貸すという中で、商工会を中心にやっています、この啓蒙活動。やり



ますよといったら、１人でも多くの町民参加していただきまして、健康づくりをやっていた

だきたいと思いますもので、またさらにこの21日のからだ会議は積極的に啓蒙活動してい

きたい、そういう考えでございます。 

  そういう中で、体育館との一体化。これは本当に藤井議員も行事に参加していただきまし

て、この町民の皆様、プールを利用して健康づくりをやっていると。大変ありがたいし、ま

た健康づくりに役立つということは十分承知しております。そういう中で、一応今まで売却

する方向なり、プールが、町の健康づくりの中心になっているので、なるべく、教養という

言い方はおかしいけれども、プールに関しましては、協議をした中で、この健康づくりをや

っていきたいとお願いはしております。しかしながら、それが無理だった場合は、やはりい

ずれどこかにそういうもの、拠点は、健康づくりの拠点はつくらなければならないと考えて

おります。そういう中で、あくまで売却の方向でいっておりますもので、今、藤井議員が提

案していただきましても、町としてはとりあえず売却の方向、これでいきたいという方針は

変わりませんので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） この間町長は一貫して、売却するんだという方向のようですけれども、

これをいただいたときの全電通さんのあれも、町にお世話になったと。ぜひ町の発展のため

というか、有効に使ってほしいというふうな、こういったあれがあったと思うんですよ。そ

ういう点からしましても、単純に売却というふうに言ってしまうと、それはそれでひとつ町

の資産としての方向かもしれませんけども、その趣旨にもちょっともとる感じなんじゃない

かなということが一つあります。 

  それから、そうですね。もう一つは、後半で言いました住民サービスの一環として、大き

な意味での健康づくり。これに利用しているということがございますので、もしプールは別

だというふうになっちゃいますと、そこに代替の施設をつくらなくちゃならないのかななん

ていうことも一つ考えられるわけですよね。そうすると、今、町長がおっしゃられるように、

その防災拠点として、小林さんのところの土地ですか。そこのところに新しい施設をつくろ

うとしているということと、それからそういうプール等々の代替施設をつくると。いわば２

つになるような理屈なんですよね。そういうことが逆に言うと、町の財政にちょっと負担に

なってくるんじゃないかというのが、ひとつ考えられます。 



  そういう点で、これは危機管理といいますか、そういう防災の観点からだけじゃなくて、

住民サービスの重要な拠点としても、やはり少し一応見直していただいて、売却一辺倒じゃ

なくて、何とかここを利用して、こういったイベントにも利用する。さらに必要な耐震もク

リアする中で、ひとつ町民が健康づくりにも使い、いざというときにも安心してそこに寄れ

る。町は危機管理の指令塔としてそこを使う。周りに幾つかの体育館やら焼却の場所がある

という、総合的に考えますと、やはり簡単に売ってしまっては、これは少しいただいたとこ

ろにも、趣旨にももとるんではないかというふうに考えますので、ぜひその辺も勘案してい

ただいて、これで私要望しまして、質問を終えたいと思いますので、ひとつよろしくお願い

いたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 売却に関しまして、やっぱりもらったと言っても、電通さんの意向も

ありますもので、一応電通さんには許可は得ております。一応売却の方向で町はいきますも

ので、その中で電通さんは理解いただきますと。それは町のほうですから、まあ自由にどう

ぞということで、売却の方向で動いております。 

  それだけで、そこを防災の拠点。これは全く言われていることはわかるのですよ。しかし

ながら、現在、売却する中で、耐震に関しても、本当にお金がかかる。さらに中の改修にも

相当金がかかるという中で、小林さんのところは、電通さんにも関係ないし、防災の対策本

部には、大変私はいい場所だという中でやっております。そういう中で、今のところは自衛

隊さんが、何もないときはそこでやるような形になっておりますもので、基本的スタンスと

しては、売却後もここには変わらないことは御理解願いたいと思います。 

  さらには、健康づくりに関しましては、これはもう町の大命題も、健康づくりの町を目指

しておりますもので、たとえ売却したとしても、その健康づくりに関しましては、町民に不

便をかけない。そういう決意で私やっておりますもので、たとえ売却いたしましても、健康

づくりに関しましては、一切町民には迷惑をかけない。これだけは強く言っておきたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 耐震補強工事の、あの当時の見積もり額ということになるん

ですが、これはあくまでも11年前ということで、耐震結果が出たものですから、それに対

する補強計画も当然つくられました。そのときに、細かい数字までちょっと覚えていないん



ですが、示された試算値が４億数千万という耐震補強工事費ということで推計されておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で６番、藤井さんの一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、５番、村木さんの第１問、町の政策についてを許します。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは今回、２問の通告をしてございます。 

  一問一答にて回答のほうをよろしくお願いいたします。 

  まず、１問目の町の政策についてということで、４点について、今後の利活用について伺

います。 

  １点目、ツリーハウスについて。 

  ２点目がクロカンコースの桜の植栽について。 

  ３点目、花桃のところにあるアルミの看板について。 

  そして４点目、稲取町営住宅への新しくつくられた駐車場について。 

  この４点について御質問をいたします。よろしく御答弁をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木委員の第１問、町の政策については、４点からの質問となってお

りますので、順次お答えいたします。 

  １点目のツリーハウスについてですが、クロスカントリーコース内に平成23年度事業と

して、県観光施設整備事業費補助金の交付を受けて制作したツリーハウスについては、ふれ

あいの森やクロスカントリーコースなどの町有施設を中心に、野外活動のシンボルとして制

作したものでございます。制作後は町民の憩いの場として利用されているだけでなく、24

年度、25年度と地元有志の皆さんが音楽ライブイベントを開催し、それぞれ241名、356名



が参加しております。また、企業研修の会場や環境教育の場としても使用されるなど、その

利用方法の広がりが期待されているものであります。現在も東京の企業から、音楽コンサー

ト開催についての問い合わせをいただいておりますが、今後は町としてもさらにＰＲを進め、

町内外のより多くの方に活用されるように努力していきたいと考えております。 

  ２点目のクロカンコース内の桜の植栽についてですが、クロカンコース内の桜につきまし

ては、平成３年の静岡県植樹祭により、スタート地点両側にソメイヨシノが植栽されました。

また、富士山静岡空港を記念して創設された静岡県グリーンバンクの事業、桜で彩る富士の

景観づくりに当町のクロカンコースが事業箇所として選定され、その先のコース沿い約３キ

ロにオオカンザクラ等の苗木を平成20年度から22年度にかけて植えました。スタート地点

では、平成22年度から毎年４月に東伊豆町産業団体連絡会主催によります花見の宴のイベ

ントが開催されております。立派に育ったソメイヨシノの広場で行われるこのイベントにつ

きましては、今後も継続して開催をしてまいりたいと考えております。コース沿いの桜につ

きましては、春先の花見の時期やイベント来訪者、コース利用者に桜を楽しんでいただける

よう、植栽をふやしてまいりましたが、１年目から鹿の食害や病害虫による枯れなどで、順

調に育ったものは30％程度です。コース沿いのものについては、今後は樹種の変更等を視

野に検討をしてまいりたいと考えております。 

  ３点目の花桃のアルミ看板についてですが、御質問の花桃につきましては、伊豆新世紀創

造祭の一環として、平成12年２月にクロスカントリーコース内に「花桃の郷」をつくるこ

とを目的に、公募により決定した方を含む多くの方に花桃の苗を植栽していただいたもので

すが、残念ながらごく一部しか定着しませんでした。その後、町制50周年の準備の際に植

樹していただいた方々に、可能な範囲でその旨の連絡させていただいた上で、芝生広場の整

備や桜を植栽するなどしたものです。御質問の看板については、植栽していただいた方のお

名前を記念として掲出させていただいたものですが、今後撤去させていただく方向で検討し

てまいりたいと考えております。 

  ４点目の環境保全林の新駐車場についてですが、昨年度より事業採択されました森林空間

総合整備事業により、森林整備に附帯する施設として、駐車場を開設いたしました。新たな

駐車場は、町道沿いの目立つ箇所に整備され、保安林内ということで芝生舗装とし、駐車場

以外にも多目的に利活用できるスペースといたしました。完成により、展望台等を含めた稲

取ふれあいの森来訪者の利便性が高められたことはもとより、ここを拠点とした万葉の森か

ら風力発電所、さらには浅間山の展望台までを新たなウオーキングコースとして利用できる



よう促進してまいりたいと考えております。今後は新しい駐車場の開設をさまざまな方法に

よりＰＲしていくとともに、稲取高原全体の知名度アップをさらに図りたいと考えておりま

す。 

  なお、毎年静岡県が開催する県民の森大作戦という森林を題材としたイベントの今年度の

開催が、この駐車場を中心に検討されております。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） ただいま４点について御説明を受けたところでございますが、まず、

ツリーハウスについては、現在のところはほとんど利用されていないと。４月だか５月だか

に何か、楽木祭だとか何とかやっているぐらいの話なんですけど、通常の利用が全くされて

いないというのが現状です。これについて、これからは、コンサートですとかそういったも

のを誘致したいということでございますが、それについては、やはりただあそこの芝生だけ

では、まして炎天下だと、日陰もないようなところでございますから、非常に厳しいのかな

というふうに感じます。 

  そして、舞台ももう少し広くしてやったりとか、いろいろなことをしていかないと、利用

の方法が出てこないのではないかと。そういった中でやっていくには、やはりつくるときに

ある程度そういった構想というか、そういうものを事前に事業の中で練っていかないと、こ

ういう事業というのは、やはりつくること自体はそんなに難しいことではないんですが、あ

との利用を考えると、大体この４点も、ほとんどがそういうことなんですけれども、そのい

わゆる行政の負の遺産のような形にならないように、当然事業としてやる。そして桜の植栽

についても、前に質問したときに、保証があると。大体植栽の保証だから１年ぐらいだろう

と思いますけれども、その保証もないまま、枯れたものは枯れたもので置いてある。だから

やることについては、事業執行者は町長ですから、執行権者のほうでやる事業ですから、そ

れはそれで結構なんです。ただ、山の中に植えた桜もほとんどがもう倒れてだめになった。

そういったものは次の事業、また何か植栽を継続していくということでございます。だめに

なったものはだめになったもので、撤去していかないと、毎日歩いている人たちが一生懸命、

倒れている木を立てたり、かごを立てたり、いろいろ手をかけているようでございますが、

どうも完全に枯れたものもかなり見受けますので、そういったものは早く撤去していただい

て、そして次の植栽をするんであれば、次の植栽にしていただくというふうにしたら、その

継続性というのは、まだまだ出てくるんだろうというふうに思います。 



  そして、３点目のアルミの看板。これらににつきましても、町長おっしゃったように、植

栽した方の名前がずっとあそこに書いてある。それも今はもう全然見えない状態です。ただ、

材質がアルミですので、あの看板を何とかほかで再生できないのか。クロスカントリーの入

り口に、でかい何とかのクロスカントリーとか。それとも、その下の駐車場のほうに、あそ

こを拠点にしてやるんであれば、そういった絶景ビューポイントですとか、そういったもの

も、登っていったときにすぐ車から見えるようなものにするとか、何かその辺で再利用が、

まだアルミなもので、耐湿性があるならば、何かそういうふうに利用できないのか。周りの

柱も、さびは少し出ていますけれども、まだまだ躯体としては丈夫だろうというふうに思い

ます。だからそういった再利用ができないのか、その辺の御検討をしていただきたいなと。 

  そして、新駐車場も、あそこに駐車場ができたんだけれども、万葉の小径ですか。それも

あるのは、役場に恐らくあるパンフレットに載っているような、でもあそこへ行くと、恐ら

く車から見て、そこに何があるのかということがわからないと思うんですね。左のほうへ入

っていけば、あれだけのビューポイントがあるんですよというものも、多分車に乗って登っ

てきた方にはわからないと思うんですね。ですから、その辺をいかに誘導して、駐車場を活

用させていくのか。そして右の万葉の小径。最近は登ったことありませんけれども、上へ行

けばいろいろあずまや等、昔は登ったことありますが、今もあるかどうかわかりませんけれ

ども、そういった、あれはずっと鏡山のほうから登ってくる一つの遊歩道ということで、昔

つくったような、そういったものを再生させていくことが、やっぱり一つの、負の遺産ばか

り残さない一つの方法だろうと。今の時代に合った方法でやっていただいたらどうかと。 

  だからこういった非常に、今、たまたま４点なんですけれども、いろいろ行政やってみて、

失敗もかなりあって、いろいろなところにそういったものも残っております。そしてひとつ

やると、一つのほうへ目が届かなくなると。ですから、ほどほどのみんな目の行き届く状態

の行政というのがいいんだろうと思いますが、なかなかそうも流行等ございまして、ありま

せんけれども、再度その４点についてだけ御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点、ツリーハウスでございます。これは今、村木議員が言った

ように、24年、楽木祭があって、241名、356名、参加していただきました。そういう中で、

去年は企業ですね、この企業は担当課から説明させますけど、200名近くの方がこのツリー

ハウスのところを使った中で、一応イベントか何か、そういうことをやっています。この内

容につきましては、担当課より説明いたさせます。 



  そういう中で、私１点、前々からちょっと言われた、実現するかはわかりませんけれども、

稲取高原にやっぱり水で遊べる、そういう場所が欲しいなということは言われました。そう

なると、ちょうどツリーハウスの後ろあたり、マムシがいるかどうか、ちょっとまた検討し

なければなりませんけども、あそこら辺が一番水がありますもので、あの辺ちょっと水辺の

景観的ものをちょっと計画をしたいなという中で、当初このツリーハウスを計画したのが最

初でございますけれども、その辺また再度検討した中で、今後のツリーハウスの活用は、ま

たさらに検討。村木議員が言ったように、いろいろ検討した中で、無駄なものにならないよ

う、そういうような方向で運営していきたいと考えております。 

  コース内の桜の植栽につきまして、これ今、村木議員から言われていただいた、ウオーキ

ングの方が傾いた木を直してもらっていると。これ大変ありがたく思いますので、この場を

かりまして厚く御礼申し上げて、そういう中で、数多くの枯れた木があるということを今聞

きましたもので、この辺はまた担当課が一応現場を歩いた中で、そういう木は早急に処分し

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしますとともに、またウオーキング

している方々には、現況のウオーキングコースにつきまして、ここが悪いとか、ここはこう

いう状況だということをまた再三再四町のほうに言っていただければ、大変ありがたいと思

いますもので、ウオーキングの方には、それをひとつお願いしていただきますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

  次に、花桃のアルミ看板。これは村木議員が提案されました。現状では枠が多分活用でき

るじゃないかと考えておりますもので、これは活用の方向でいくとともに、残っているアル

ミの名前に関しましては、できるだけその名前の方に返してやりたいなという、そういう考

えでやっておりますもので、その辺はまた御理解願いたいと思います。 

  次に、４点目の駐車場。これは全く今、村木議員が言ったとおりでございまして、せっか

くつくったんですから、稲取で一番のビューポイントであるそこへ行くということ。もっと

大きく啓蒙しないと、来た人がすぐわかるような方向で、そのようなことをまずやっていき

たいし、ひとつ万葉の森は、私ツリーハウスをどこに設置しようかというと、一応万葉の森

も一つの候補ということになるので、歩きました。しかし現状では、何もないから、やっぱ

りただ歩く。たしかあずまやとかそういう何か碑はありましたが、何かなければ、あの万葉

の森を歩くには、ちょっと一般の町民は厳しいかなというようなことも、今後また万葉の森

についてのこともちょっと検討していきたいし、今、村木議員が言われました、この駐車場

に関しましては、積極的に啓蒙いたしまして、このような方向があるんだということは、ま



た検討していきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 昨年の８月20日ですけれども、有名な音楽会社のほうから、

研修をしたいということで、旅行会社を通じて問い合わせがありまして、８月20日に、160

名が２泊３日で町内に宿泊しまして、クロカンコースを使って大会。それから、その終わっ

た後に、御家族でお弁当を広げて楽しんだということで、非常にコース、それから周辺の施

設がいいということで喜んでいただきました。 

  それからもう一つですけれども、９月６日に、これは来年の５月にいわゆるライブコンサ

ートをやりたいということで、主催者の方が、例年東京の晴海のほうでやっているんですけ

れども、今回ちょっと趣向を変えて、自然の中でということで、実際ツリーハウスの場所を

見ていただいて、写真等々、資料送ったんですけれども、写真でわからない広さ、すばらし

さがあるということで、やる方向で今検討されております。ただ、規模が2,000人から

3,000人というふうにおっしゃっていましたけれども、駐車場のほう考えたりしますと、

1,500人ぐらいが妥当だということで、今後ごみの問題ですとか、あるいはその内容につい

て検討。それから地元の皆さん、出店等も含めて協力が得られるかどうかということで、も

ろもろの検討をしてやる方向で協力していきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） いろいろ町長のほうで提案いただきまして、水に遊べる場所をつくり

たいと。水辺をつくりたい。確かにあの辺は昔はマムシがとれたところであります。あの辺

は排水が通っているもので、割かしくちゅくちゅしている場所で、そういったマムシのこと

もあるでしょうし、蛇のすむところでみんな歩いているということだから、これは仕方のな

いことなんですけど、それは確かにあると思います。確かに水辺があれば、子供たちは夏な

んかもあそこでかなり遊べるというふうに考えます。 

  それとまた、そういうものをつくると、こういったコンサートと、そういったものとどう

マッチングしていくのか。その辺も一つの課題なんだなと。観光課の考え方でいきますと、

いつもイベント、イベントになるんですけれども、日ごろのやはり遊ぶということが、あそ

こを毎日歩いている人たちが、あそこで子供が遊んでいると、それはやはりほほ笑ましいと



いうふうに思うだろうし、やはりつくってよかったなというふうに言われるように、やはり

今後もひとつ、あそこに目を向けて、何とか利用をふやしていただきたいと思います。 

  そして、桜の植栽についても、歩いている人たちは、花が咲いていれば、非常に歩いてい

ても、心の軽さというものがあるんでしょうし、そういった中で、桜が咲いたり、そして前

に桜を植えるために下刈りをしていただいた、あの紅葉で今ミショウノヤマツツジがあの２

キロのコースの中には相当生えてきておりますので、あれはもう何とか保護していきたいな

という一つの課題でもあります。なかなか小さな木ですけど、花はかなりつけます。そうい

ったものを担当の方も季節ごとに行ってみて、そういったものも一つの財産だというふうに

思っていただければよろしいのかなというふうに思います。 

  そして３点目の花桃。ちょっと中を見ていただいて、専門家にアルミの強度とかそういっ

たものも検討していただいて、使えるものであれば使っていただく。だめなものなら撤去し

ていただくというふうに考えております。そして駐車場については、先ほど言ったように、

確かに右の山は登ると何もなくて、すぐにＪＴＣだかの裏側へ出ていくようなところですの

で、なかなかならいの風の日があるといっても、それを見に登る方も少ないでしょうという

ふうには思います。しかしそれも、昔からある万葉の道ということでございますから、何と

かひとつ活用できるような方向で検討していただければというふうに思います。 

  そして、そのビューポイント。これは右側のほうへつけても、登っていって右側で、こち

らへ行けばビューポイントがありますよということのほうが、むしろやりやすい。上からお

りてくる車は多分見ないと思います。ですから、町外の方が登ってきたときに、そういった

ものがあれば、あの駐車場の価値もより出てくるのかなというふうに思います。 

  もし御答弁あれば、町長、再度…… 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ただいま村木議員から提案されました、これはできるものはやってい

きたい。ツリーハウスにつきましては、やっぱりうちの町は観光でいっておりますので、子

供とやっぱり観光のイベントも使っていかなければならないかなと考えておりますもので、

その辺のまたすみ分けとかはやっていきたいと思います。 

  さらに、今あそこには、大変稲取高原や、アスレチックですか。大変すばらしい施設もあ

るが、今ちょっと整備されておりませんもので、その辺また徐々に整備して、子供たちがよ

り多く来れるような、そういう稲取高原をまたつくっていきたいと思いますので、またいろ

いろありましたら、御提案願えればありがたいと思います。 



  さらに、２点目のクロカンコースの桜の植樹。今、村木議員から、ミショウノヤマツツジ

があるという中で、これまずは我々現場を見ておりませんもので、またその辺の現場を見た

中で利活用できれば使っていきたいと思いますし、本当、再三ですが、ウオーキングしてい

る方にまた現状を見てもらった中で管理してもらうのが一番だと思いますので、その辺また

御協力をお願いいたしたいと思います。 

  さらに、アルミの看板につきましては、これは早急に強度を見てもらいまして、使えるも

のは使っていきたいと思うし、だめなものは早急に撤去していきたい。そういう考えでござ

いますもので、よろしくお願いいたします。 

  さらに、新駐車場については、村木議員から提案されたとおり、左側の看板、これは大変

重要ではないかと考えておりますもので、この辺はできれば早くやっていきたいと思います

し、せっかく万葉の森も先人が整備してくれたもので、今後できるだけ切る方向でやってい

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（鈴木 勉君） 次に、第２問、特別警報についてを許します。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） この８月30日に運用された特別警報についてを伺います。 

  現在、気象庁だけの対応ということになっておりますが、いずれ行政も対応していかなけ

ればいけないときが来るんだろうということでございますので、１点目、今後の行政対応に

ついてと。そして２点目が命を守る行動について、この２点についてお伺いをいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第２問の特別警報については、２点からの質問となってお

りますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の今後の行政対応についてですが、特別警報につきましては、村木議員も御存

じのことと思いますが、大雨、暴風、高潮、波浪など、数十年に一度起こる最大級の被害が

想定される場合に、それまでに発令されていた警報から特別警報に切りかえ、住民の皆さん

にちゅうちょすることなく命を守る行動をとっていただくためのものであります。８月30

日からの運用開始直後ということもあり、懸念される課題や問題点等もありますが、町の対



応としましては、特別警報が発令されたときには、同報無線、メールのほか、自主防災会を

初め、消防団と連携し、住民の皆様に広報するとともに、私の命によりまして、避難勧告ま

たは避難指示を発し、危険な場所から安全な避難場所への避難をしていただくこととなりま

す。特別警報は当然発せられるものではなく、気象警報が発令された後、最大級の被害が想

定された場合に発せられるものでありますから、警報が発せられている時点で、雨の降り方

など注視していただき、早期自主避難をしていただくことが大切であると考えております。 

  次に、２点目の命を守る行動についてですが、命を守る行動につきましては、気象庁では、

直ちに避難所へ避難するか、家の中の安全な場所に避難すると定義されています。自分の命

をどうすれば守れるかにつきましては、それぞれ住んでいる場所が異なり、危険度もさまざ

まですので、日ごろから自分の住んでいる地域や自宅の周辺の状況を把握していただき、気

象状況によってどのようなことが想定され、どのような避難が有効かなど、対策を考えてお

く必要があると考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 確かに行政的には避難勧告、避難指示等ございますが、私はこの命を

守る行動というのを、高齢者の独居世帯、こういったものが具体的に雨が降り始めて、避難

ができるのかなと。そしてこの避難というものがその高齢者の方に、自分で判断ができるの

かどうか。この辺が一番心配な部分で、そして今までとまた違うところへや何か水も出始め

るような、この前も国道の側溝が詰まって、大畑のほうへ水が落ちたり、いろいろな形で、

想像できない場所に水が出てくる。過去にもこの町でも伊豆急が流されたり、平成３年のと

きは志津摩川とここの稲取大川川がかなりダメージを受けた。ああいったものが里へ降った

ときにどうなんだろうと。かつての狩野川台風のときには、白田川が氾濫した。そういった

ときに、このひとり住まいのお年寄りをどうやって、この特別警報というものが多分わから

ないんじゃないかという気がするんですね。だからそういったところで雨降って、どこへ避

難させるとか、そういった手順を、また地震の津波の避難だとか、大変な中で、こういった

ものをまた一つの視野に入れておかなければならないんじゃないかと。この弱い人たちが自

分で命を守る行動といっても、多分具体的には何も浮かばないと。家にいるしかないと。そ

の家が危ないんだという感覚は、まず中にいる人はないと思うんですね。 

  ですから、そういったものの対応を、これから行政としても、何らかの形でいろいろな避

難の方法の中へ、ひとつ組み入れていかなければならないというふうに、この特別警報はそ



の辺を暗示しているのではないのかなというふうに思います。そういった高齢者世帯、１人

でも２人でも高齢者がともに住んでいる家庭でも、そういった家庭を、これは把握している

んだろうと思うんですね、高齢者世帯。あの地域でそれぞれ。ですから、そういったところ

に、どういった行政的、また自主防の方に来てもらうと。そういったものの、やはり対応方

法をひとつ考えていただきたいなと。そういった高齢者、弱者の方の特別警報に対する命を

守る行動。これに対する行政対応は、今後どうしていくのか。その辺について、町長に再度

お願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは高齢者に対することは、今、村木議員が言ったんですが、地震、

津波に関しても同様でございます。また、この特別警報が出たときも、同じような命題が出

てくると思います。 

  私も特別警報が出たときは、もう一切避難できないと考えております。当然、特別警報が

出る前に、町としては当然、避難勧告、また避難指示、これをしなければならないと考えて

おりますし、特別警報が出たときは、もう外へ出たら、災害に遭うようなものですから、そ

のときはもうその場所でじっとしてもらうのが、私は一番安全じゃないかと考えております。

その中で、いろんなことが本当、言われます、情報収集、さらにまた町民にどのように知ら

せるかということは、こういう特別警報がそういう案が、条例ができたといたしましても、

基本的には警戒警報のときの、その上だと考えております警戒警報のときのことを十分対応

すれば、特別警報が出たとしても、私はその前に当然、避難勧告をやらなければ、町民のあ

れは守れないもので、特別警報のそういうことができたといたしましても、そういうことが

できたのかなという一つの中で対応していきたい。そう考えております。何しろ警戒警報が

出た段階で、ある程度の状況を把握した中で、特別警報が出る前に、そういう指示は出した

い。そういう考えでおりますので、理解願いたいと思います。 

  高齢者に対する避難誘導をいかにするかということも、再度また検討した中で、１人でも

犠牲者というか、そういうものを出さない方法で町はやっていきたい。そういう考えでおり

ますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 警戒警報前に事前に避難する。それが正解なんだと思います。特別警



報がもう出たときには、かなりの雨が降っているんだろうというふうに思います。 

  そういった中で、こういった、これはまた川の増水と違って、町の中の小さな河川でも、

上からごみが流れてきて材木が詰まったとか、そういう意味でも起こり得ることですので。

ですから、その辺のやはり稲取などは、かなり水路が張りめぐらされて、水量も多い部分も

あります。これは入谷のもとで栓を締めれば、ある程度水量は調整できるのかなという気は

しますけれども、その道中で雨降られたときに、やはり今までの僕らでは考えられない部分

で出てくると。水が出て、床下浸水なり何なりになってくる可能性というのはかなりありま

す。そして地形的にも、引くのは早いから、割かし話になるんですけど、その出たときの対

応が、やはり日ごろから建設課の職員あたりは、温泉あたりもかなり知っているようですけ

れども、ある程度のハザードマップ的な、この辺が危ないんだろうというものを、みんなで

共有したらどうかというふうに思うんですけど、その辺について、事前の対応ということで、

再度町長の御答弁を願います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ただいま村木議員から提案された水路の把握ですね。これは大変重要

なことだと十分考えられます。これは早急な中で検討していきたいと思います。と申します

のは、私、１週間前、このところで、役場出るときは全然降っていなかったのが、唐沢一帯

が土砂降りなんですよね。もうそれだけでもすごい違うのかと思う。ゲリラ的豪雨というの

は、本当にそのときは心配して、トンネルを抜けて雨が降っていたらまた戻ろうかと思った

ら、またトンネル抜けたら全然晴れているという。本当に一極集中でそういうことになって

おりますもので、今、村木議員に言ったその水路のハザード、これは大変いい考えだと思い

ますので、この提案は受け入れた中で、ちょっと水路の点検はしていきたい、そう考えてお

りますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で５番、村木さんの一般質問を終結します。 

  この際、２時15分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 



 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に２番、内山さんの第１問、市民農園等についてを許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは私は、きょうは３問質問いたしますが、回答については一問

一答でお願いいたします。 

  全体的には観光地のまちづくりといいますか、そういう形のものをもう一度町長のほうに

お聞きしたいと思っています。 

  それでは、第１問の市民農園について。 

  まず、市民農園の進捗状況と既存の遊休農地との連携や活用をどう考えるのかどうか。こ

の辺について答弁をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第１問、市民農園等についての１点目、市民農園の進捗状

況と既存の遊休農地との連携や活用をどう考えているかについてですが、市民農園の進捗状

況につきましては、飯田議員の一般質問の答弁と重複いたしますので、割愛させていただき

ます。 

  次に、既存の遊休農地との連携や活用ですが、市民農園の利用者の中で、農業に目覚め、

さらなるスキルアップを望む方々があらわれれば、現在整備を進めております耕作放棄地貸

し出し台帳を活用し、所有者の意向を踏まえながら、町内の耕作放棄地を活用した新規就農

者へ転身できるよう、行政として協力できることをしてまいりたいと思っております。また、

利用者の中からこのような方々が多く出てこられるような施設運営も検討していきたいと考

えております。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） １点目の関係の、今、内容についてはちょっと割愛するということで



すけども、予算的な規模ですね。それがどのくらいかかるのか。実際にどこの土地にどのく

らいの大きさのものをつくるのかどうか。 

  それから、市民農園の役割について、もう一度確認したいと思いますけども、一般的に市

民農園といわれているものは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々が、レクリエーション

として自家用野菜、花の栽培、高齢者の生きがいづくり、生徒、児童の体験学習の中の多様

な目的で、小面積の農地を利用して、野菜や花を育てるための農園のことを指しているとい

うようなことを言っています。 

  私はこの中で、いずれにしても、今度町が、行政がやるということについては、先ほど町

長の答弁があったように、今の遊休の農地ですね。放棄耕作地といいますか、そういうとこ

ろの活用をうまくしていくといいますか、せっかくあいている田んぼや畑があるわけですか

ら、その有効利用をするための一つの起爆剤といいますか、都会の人たちのレクリエーショ

ンの場所もよろしいんですけれども、今いる地元の農家の方ですね。そういうところのもの

を利用していただいて、都会の方たちがそこを使っていただくようなことの一つの起爆剤と

いいますか、そういうふうにしていくことが目的でないと、これをやる意味といいますか、

それがないと思うんですね。私何度も一般質問のとき言っていますけれども、やっぱり農地

が荒れたり、海が汚れたり、そういうことが観光地としてうまくいかなくなる原因をつくる

わけですから、いずれにしても、農家が繁栄する、漁業が繁栄する、そういうことの中から、

この市民農園についても、きちっと計画をして、失敗がないよう、実際に一つの手本にして

やっていただくといいますか、そういうことが肝要だと思うんですよ。 

  いずれにしても、これもやることは、農家に今、あなた方の土地があるから、遊休土地が

あるから、これやってみなさいと言っても、無理だと思うんですね。そのことの見本を行政

として立ててやるわけですから、その辺のところをちゃんと計画をしたものを、今度は地元

の農家の皆さんのところに都会の人たちが来る。何か計画の中では、地元の人たちの農地も

用意するというようなことがありますけれども、私はむしろ、ここの新しくできた市民農園

については、都会の皆さん、そういうものを対象にして、地元の方については、親戚縁者も

多分あると思うんですね。農家のそこの親戚農家のところの遊休土地をあっせんするとか、

そういうものの役割を役場のほうで来ていただければいいじゃないかな。そんなふうに考え

ています。だからその辺で、もう一度おさらいしますけれども、どこにどういうもので、ど

のくらいの大きさで、予算がどのくらいのものを、そういう形のものを説明していただきた

いと思うし、それから運営について、今後どうしていくのかどうか。それについてお伺いい



たします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） その広さとか、どこの場所かと、そういうのは担当課から説明いたさ

せますが、市民農園の考え方。今言ったように、飯田議員のときにも答弁いたしました。基

本的にはこれは遊休地の活用。やっぱり遊休地を何とか活用して、さらにそれを一歩進めた

中で、そこでやった人がまたさらに違う場所をやって、その遊休農地を少なくしていく。そ

ういう方向でやっていく中で、飯田議員も言ったように、この市民農園に関しましては、も

う県も大分力を入れてくれます。大変注目しております。ただ、基本的には今やっている運

営協議会の中で、ほとんどのことは決まってくると思いますけども、先ほど飯田議員が言っ

たように、その人がある程度、都会の人の定住化の促進もなればいいかなとも考えておりま

すし、このことによって、さらに耕作放棄地が減っていくような方向になってくれば、町と

しても大変ありがたいと考えております。 

  そういう中で、基本的には、どのような人を対象にするかということでございますけども、

私は基本的にはある程度町民の方もあるだろうけれども、基本的には分譲地とか、そういう

都会の方とか、県が言っているのは、伊豆高原からも結構来ますなどと言っておりますもの

で、基本的にはそういう方にも農業の楽しさを味わっていただいた中で、引き続き市民農園

を離れても、町の耕作放棄地、それを使って、畑をやっている。そのような方向に進めてい

きたい。そう考えておりますもので、御理解願いたいと思います。あとは面積とかそういう、

所有者ですか、それは担当課から説明させますので、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいまの面積等々の御質問でございますが、耕作放棄地

とみなされる筆数が1,116筆ございます。広さといたしましては64.7ヘクタール。平方メー

トルでいいますと64万7,000平方メートルあります。この中の、いわゆる本当に所有者が保

全をしていない耕作放棄地というのが906筆ありまして、面積にいたしますと53万平方メー

トルと。坪数でいうと約16万坪ぐらいになりますけど―が町内に存在しています。これの

約８割弱が城東地区にあります。２割強が稲取地区に点在しているという状況でございます。 

  あと、事業費につきましては、市民農園の事業につきましては、これはちょっと細かい数

字なんですが、造成の事業費、それから管理棟の工事費、それからそれぞれもろもろかかる、

設計に関する委託料を含めて約１億円程度という記憶にございます。 

  あと、市民農園の中に、どれぐらいのという御質問でしたが、前回の説明でも図面を提示



した記憶がございますが、50平方メートルの区画を24区画。それから40平方メートルのも

のは36区画という形で計画しております。 

  運営につきましては、市民農園の推進協議会というのがことしから立ち上がりました。そ

の中で、今、研修視察やら、他の施設の運営等々を勉強させてもらいながら、検討している

最中でございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 私は町長の考え方も、都会の方の資力でということで、私もそれでい

いと思うんですよ。それでやっぱりこれは、東伊豆町にこういうものがある。市民農園があ

って、都会の方が野菜づくりにいそしむような場所を提供するというようなことで、町の宣

伝にもなるし、それから先ほど言ったように、これがうまくいくことによって、地元の農家

の方が、先ほど何か80％が城東地区、それから稲取地区に20％ということがありますけど

もそういうところに、せっかく都会の人が来て、今の市民農園だけでなくて、農家の遊休土

地を使って、そこで半日農作業して、それからそこのおうちへ夕食をともにしていくとか、

あるいは民宿がてらに泊まりでもできるような形が今後整ってくれば、農家にも大きなプラ

スになると思うんですよね。だから自分で探せないところを都会の人たちと一緒にやりなが

らいそしんで、それから夕食をともにするとか、あるいは一晩お泊まりになってもらうとか、

二晩お泊まりになってもらうとか、そういうこともできるのかなと。 

  それで、一つ大事なことは、これ今、この計画の中では、宿泊等というようなことが実際

に入っていないような形のものが、前回の全協あたりでありましたけれども、ほかの地域の

市民農園を見てみますと、大体その宿泊棟といいますか、片仮名の言葉でいうとラウベです

か、そういう宿泊棟があるそうですけども、昔はよく宿泊棟だとか、そういうものができる

と、観光業者が反対したとか、そういうことがあったわけですけれども、実際にお役所、野

菜づくりだとかそういうものをやる人たちが、実際に、じゃ立派な旅館に泊まれるのかどう

か。そういうことを考えれば、観光のほうと、観光施設と旅館等とバッティングはしないと

思うんですよね。だからそういう点で、中伊豆の計画があるとか、あるいはほかの三島だと

かの計画を見てみますと、宿泊棟が確実にあるんですね。 

  そういうことの中で、実際に中伊豆の例だと、一般の農地の場合、１年間で１万2,000円

ですか。そういうお金をとってやっているようですけれども、あるいは宿泊棟がついたとこ



ろで、年間に36万。そういうものですけれども、ただ農園だけでやった場合には採算がと

れないもので、ラウベをつくって、宿泊棟をつくってやっているような形が、そろばん合わ

せといいますか、そういう形になっていると思うんですね。だけど私はこういうものについ

ても、差し上げたその３年間ぐらいは、逆にもっと安く。将来的にはちゃんと独立採算でや

っていくようなことも考えていかなきゃいけないんですけれども、一つは１万2,000円の一

般農園のものを半分にして6,000円にするとか、あるいはラウベについては、36万のものを

18万にするとか、そういうもので皆さんに入っていただいて、それが一つの宣伝といいま

すか、広告宣伝をする差だと考えれば、町が例えば負担をしたとしても、十分今後の採算に

合う形になってくるのかなと。そのくらいの奨励をしていかないと、なかなか新しいものは

育っていきません。だから私の考えとすれば、町にそういうふうな立ち上げ方をしていただ

いたらどうかな、そんなふうにも考えております。 

  いずれにしても、これをやることについては、何度も言うように、地元の農家の遊休土地

が十分都会の人の憩いの場所に埋まっていくような、そういう形のものをとらえていくよう

なことで、ぜひ運営も、個々の運営についても、農家の皆さん、実際に専業農家でやってい

る人たちについては、ここの運営に入ってくるのはなかなか難しいかと思うんですけども、

そういう人たちの働く場所にもなっていけばなと。 

  それから、こういうものが一つの見本という形で、都会の人たちが来ることによって、そ

の都会の人たちの友達だとか、あるいは親戚だとか、そういう人たちが、東伊豆にはこうい

うところがあるよと。そこの中で、今、市民農園で満たされない分については、先ほど言っ

たように、農家の遊休土地を有効利用していく。それからサラリーマンで、戦士で、一生懸

命やった人たちが、ゆっくり、都会の生活がもう嫌だ。その中で、そういうものをやりなが

ら定住していくような形のものも、ぜひつくっていただきたいと思っています。 

  そんなことで、今、私のほうで質問したようなことについてを、具体的にどうしていくの

かどうか。その辺をもう一度承りたいと思っています。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 内山議員、本当、商工会をやった中で、そういう長い目で見てもらう。

これは大変ありがたいことでございます。しかし町としても、最初の２、３年は赤字覚悟の

中で注意していって、それまでは町が面倒見なさいよと。これ大変ありがたいことですけど

も、町といたしましても、できるだけその赤字幅は縮小した中でやらなければ、この本当財

政が厳しい中、やっていかなければならないと、そう考えております。 



  そういう中で、この市民農園を、全国的に見た限り、私が知る限り、やっぱりラウベを併

用したところで、市民農園すべて赤字だと自分は考えております。当然今回視察で行った。

伊豆市は行かなかったんですけども、三島市におきましても、そのラウベが何か、先ほど飯

田議員が特に言ったように、200から300万、そのうち赤字が出ますと聞いております。そ

れで、町は農業の振興という中で、市民農園も一応やっている中で、かといって、それだけ

で赤字はいかがかと考えていますもので、先ほど私の私見は述べさせてもらった中で、ラウ

ベということは必要じゃないかと私は考えております。これはあくまでも運営協議会の中で、

その運営がどのようにするかということと、ラウベのことも今後検討すると考えております。

そういう中で、この東伊豆の市民農園、本当、よりよい形で全国に名前を発信しております。

この市民農園によって、多くの方がこの東伊豆町に来てくれることが願いでございますもの

で、そういう中では、いい方法でこの市民農園が発信していけばいいなと今考えているのが

現状です。 

  そういう中で、何回も言ったように、この市民農園やることによって、よそからのお客さ

んに来ていただいて、東伊豆町のよさを自分の口から、みずから、やっぱり一番強いのは口

コミでございますから、その口コミの中で、この東伊豆町市民農園すばらしい、また東伊豆

町も大変すばらしい町だから行ってみようということがまた、そういうような市民農園をつ

くっていきたいと考えておりますので、またいろいろ御指導、御鞭撻、よろしくお願いいた

したいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、人にやさしいまちづくりについてを許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは２問目の人にやさしいまちづくりについてを質問します。 

  基本構想には、ユニバーサルデザインのまちづくりのことを掲げてありますけども、どう

も私のほうから見て、そのことが進んでいるのかどうかということが、ちょっと疑問に感ず

る部分もあるんですね。そういう中で質問をさせていただきます。 

  まず第１に、観光施設だとか、あるいは旅館、商店、飲食店、住居等のユニバーサルデザ

インへの取り組み。それから、その普及とその指導をどのようにして考えているのかどうか。

それから現況について御答弁をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 



  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 第２問、人にやさしいまちづくりについての、観光施設、旅館、商店、

飲食店、住居等のユニバーサルデザインへの取り組み、普及、その指導をどのように考えて

いるかについてお答えいたします。 

  ユニバーサルデザインとは、障害の有無、文化や言語、性別や年齢などを問わずに、だれ

もが利用できる施設や製品を設計することを指しますが、最近では、すべての人が暮らしや

すい、訪れやすいようなまちづくり、物づくり、環境づくりを行っていこうというように、

広くその意味が解釈されるようになっております。 

  現在の経済状況を考慮しますと、当町において、ユニバーサルデザインに基づいた改修の

ための工事を旅館、商店、飲食店等が行うことは困難であるため、観光協会や商工会を通じ

まして、経営者への啓発や社員教育等の実施について働きかけを行いまして、ユニバーサル

デザインの観点から、足りない面をソフト面で補う工夫をしていきたいと考えております。 

  また、住居につきましては、バリアフリー化の補助制度もございますので、その２点につ

いても、さらに周知を図ってまいりたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 私は今の各観光施設だとか、あるいは旅館だとか商店、飲食店、住居

というようなことの御質問をしましたけれども、具体的なものが進んでいないということは、

やっていないということなんですね。だから前に私、自分が商工会にいたときに、こういう

ものを町にも意見具申して、どうやったらいいかということを提案したんですよ。それも、

これは町長だけでなくて、商工会のほうにも、今、町長言われるように責任あるんです。そ

ういうものを進めるということのものを、実際にどういう組織を使って、どのくらいの年次

をかけてやっていくというようなことについても、ちゃんと提案をしてあるんですよ。そう

いうものが具体的なものに行われていない。それから、ユニバーサルデザインについても、

ハードのものとソフトのものがあるんですね。そういうことの理解もしていただかなければ

いけないし、そこの中で、やっぱり前のとき統計をとったら、一番やっぱり駅のエレベータ

ーですね。そういうものの要望が一番多かった。 

  それから、次に、旅館だとかそういう施設のユニバーサルデザインの建物ですね。そうい

う形のもの。それから、商店街、あるいは商店、そういう形のものになってくるんですね。



それで私が言うのは、いきなり、例えば旅館なら旅館を100％ユニバーサルデザインのつく

りにするということは無理なんですよ。だから、旅館なら旅館でもいいんですけれども、例

えば50軒の旅館があれば、そのうちの例えば１割、５軒なら５軒、そこの５軒のうちの建

物が、旅館の建物が、１階の部分だけがユニバーサルデザインにして、段差もなくて、お部

屋もあって、それから食堂もあって、お風呂もあって、そういうものを、例えば５年なら５

年、10年なら10年かけて、50軒あるうちの５軒なら５軒をそういう形にする。同じように

商店であれば、その当時は飲食店も含めて500軒ほどあったんですけれども、例えば20％の

100軒。今だともう半減しますから、200軒のうちのものの例えば40軒を商店のものを、段

差があったり、車椅子だとかそういう皆さんは、お年寄りの方がうまく買い物ができるよう

なデザインにして、建物だとか、そういうものもしていく。 

  だから私今、かけ声だけでなくて、具体的に役場の中にユニバーサルデザイン課というよ

うなことを例えばつくって、そういうものを進めていく。あるいは商工会のほうと連携して、

商店については商工会だとか、あるいは旅館についても商工会だとか、そういう形のものを

つくっていく。それから、やはり伊豆急の熱川駅ができたんですけども、稲取のほうに毎年

何十万の方が乗降するわけですよね。そこにやっぱりエレベーターがないということは、こ

この町の損失だと思うんですよね。そういう点では、国県の補助金等もありますし、それか

ら町も伊豆急さんのほうに手を差し伸べて、ある程度のことをすれば、具体的にエレベータ

ーだとかエスカレーターとか、そういうものもできてくると思うんですね。まずそこから始

めるくらいの気持ちでやっていかないと無理なのかなと。そんなふうに私は受け取っており

ます。 

  それで、実際にほかの町の場合は、旅館がそういうふうなものをつくった場合については、

これは昔の山城温泉ですね。山城温泉の場合は500万を限度として、そういう基準の建物を

直すと、町と県のほうで助成する。そういう制度を実際につくってやっているようなことも

あります。同じように、一般住宅についても、先ほど町長言ったような支援策もあるわけだ

し、それから、もっと言えば、商店等がおやりになったときについても、そういうふうな助

成策を講じる。今のリフォームの関係もそうですけれどね。そういうものと抱き合わせで、

ユニバーサルデザインで建物をつくり直したような場合については助成策をする。それを、

何度も言うように、計画的に、もっと言えば、役場のほうでそういうデザイン課をつくって、

そこの中で、実際にそういう制度だとか、そういうものも完成させた中でつくっていくとい

いますか、５年なら５年かけて、商店については20店舗だとか、あるいは旅館については



５年かけて５店舗をつくっていくとか、そういうものをしながらやっていくことが大事なの

かなと。 

  今、商店街のほうについては、結構休憩の椅子だとか、そういうものがあると思うんです

ね。そういうふうなことが、やっぱり人に優しいといいますか、そういう形になると思いま

す。 

  それから、ソフトの面については、今、花桃クラブですか。奈良本のほうで観光のトラベ

ルの歓迎用もやっていってくれる花桃クラブですね。あれもちょうど私なんか商工会にいた

ときに、一緒にやってくれたメンバーが、そういうものを立ち上げて、旅行の皆さん、観光

の皆さんの御案内だとかそういうものをしていく。それから、自治体の社協の中にあるボラ

ンティア連絡会みたいなところが、実際にそういうものの任を負っている部分があると思う

んですね。そういう点で、私もう一度町として全体の、伊豆急のエレベーター等から考えて

みながら、ある程度観光施設についても、旅館についても、あるいは商店等についても、あ

るいは住居についても、何年かけて、どのくらいの形のものにしていくというようなことを

やっていくことによって、訪れる観光客の皆さんについても、人に優しい町だなということ

がわかるような形をとっていただければと思います。 

  それで、ちょうど駅前の通りについても、昔は結構段差があったんですけれども、今は前

の町長のとき、段差をとって、実際に結構、郵便局あたりに入るときに段差があるだとか、

そういうことがあって、あそこのところもうまく歩けるようにしたいきさつがあります。そ

んな中で、ぜひユニバーサルへの取り組みを、普及について、それから指導については行政

がもう一度先頭に立ってお願いできるようなことができないかどうか。その辺についてお伺

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、再三再四言われたんですが、その中で、これは壇上で言いました

ように、改修には相当な金がかかります。その中で、３年ぐらい前に町が９人かな、県の

100％使って、トラベルヘルパー東伊豆。花桃企画、今言われたように。それがやっている

中で、やっぱり旅館等々のユニバーサルを何とかしてほしいといった中で、やっぱりこれ大

分改修費がかかるもので、やって、城東地区においても、稲取地区においても、やっている

ところは少しやってもらっておりますけれども、これをいかにしてこれからそういう介護の

ための旅行者をふやすためには、今言った内山議員のその辺のことは当然やっていかなけれ

ばならないと考えております。 



  そういう中で、本当は県が助成してくれば、当然町もやります。町だけの助成だと、大変

厳しいものがありますもので、その中で私一番ちょっとがっかりしたのは、２、３日前のち

ょっと新聞に、静岡県の事業者が仕分けレビューといった中で、ユニバーサルのことが書い

てありました。そのユニバーサルがＣなんですよね。コメントの中で、前知事のときは、こ

のユニバーサルには大変力入れていたけれども、現在、県において、ユニバーサルにちょっ

と力入れていないんじゃないかのかなという、そういうコメントも新聞で見ました。やっぱ

りこれからユニバーサルというのが大変重要なことと考えておりますもので、知事におかれ

ましても、その事業レビューにおいてＣとなりましたけれども、このユニバーサルに関しま

しては、Ａぐらいの中で、人に優しいそういうまちづくりは絶対必要と考えておりますもの

で、また、10月29日に来たときには、新聞でこういうことを見ましたけれども、知事はど

う考えますかと、それは聞いていきたいと考えております。 

  さらに今、一番やっぱりうちの町の玄関である伊豆稲取駅、このやつが本当ユニバーサル

で、これは大変私自身は遺憾に考えております。そういう中で、もう再三再四、伊豆急の社

長に会うたびに、またかと言われる。顔を合わすたびに嫌がられております。それが現状で

す。そういう中で、私の独断という言い方はおかしいですけれども、とりあえず以前県が３

分の１、町が３分の１、事業者が３分の１、これが熱川でやった大体事業費の振り分けでご

ざいます。そういう中で、伊豆急さん厳しいのは、その３分の１、３分の１の中を３分の２

を町は多少多く見てもいいです。そこまで言っております。しかしながら、伊豆急さんなか

なか首を縦に振らないのが現状でございます。 

  再三言うように、築城石のところやっておりますけども、それが先か、私はユニバーサル

が先じゃないかと。これは議論している中で、あの敷地はもう伊豆急さんの土地ですから、

伊豆急さんが築城石やりましたけれども、我々は当然もう伊豆稲取駅のユニバーサル。これ

はもう長年の懸案事項であります。そういう中で、今までは産団連でしょうか。今度は議会

の皆さんにも、議会からも伊豆稲取駅のユニバーサル化。これはまた伊豆急さんにはお願い

していただければ、町としても大変ありがたいと思います。この稲取駅のユニバーサル化に

つきましては、もう嫌というほど町はこれからも言っていきたいと考えておりますもので、

またその辺は御支援、御協力をお願いいたしたいと思います。 

  役場のＵＤ課、これは今のところ考えておりません。基本的には考えておりません。基本

的には商工会の中で、何回も言ったようにユニバーサル化のこともやっていますもので、そ

の指導はいたしますけれども、そのユニバーサル化という担当課をやるのは、やっぱりちょ



っと今こういう、縮小している中で、ユニバーサル課という課を設置するのはどうかという

ことは。それが今のところちょっと。考えておりませんもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 私も今、町長が答弁したように、その当時の県の職員といいますか、

ユニバーサルデザイン課があって、相当リードをしていてくれたんですね。そういう中で、

こういうものがあるんですね。これはみんな県の資料なんです。県が旅館だとか、あるいは

商店だとか、そういうところについて、こんなふうにして人に優しいまちをつくりなさいよ

ということがあったんですね。ちょっと私も今の知事が余り乗り気でないというようなこと

であれば、私もまた何かの機会で、当然お話をさせていただいて、こういうものをやっぱり

進ませていく上では、やっぱり観光地として重要でもあるし、それからそれが一つの見本に

なるものですからね。観光地としてそういうまちづくりがあれば、また東伊豆の宣伝にもな

るし、それから社会のためにもなってくるわけですから、そういうお願いもしていくことも

考えていきたいと思っています。 

  それで今、いずれにしても、まず町の玄関というか、その伊豆急については、ぜひ町長、

何度も、再三伊豆急の社長さんに言っているようですけれども、やはりこれは伊豆急自身が

恥ずかしいと思わなければいけないんですよ。観光地ですから、そういうところがないなん

というところは、ほかの観光地へ行ってみたら必ずありますよ。そのくらいのものを持って

いかないと、やはりお客さんを乗降させる責任というか、そういう上では、ぜひ伊豆急さん

のほうにも、議会からもそういう提案があって、何とかしろというようなことを、町長のほ

うも十分お話をしていただいて、推し進めるような格好でお願いいたしたいと思います。 

  いずれにしても、ほかの細かい点については、今役場の職員のほうが人員が減らしている

というようなことですけども、私も、先ほど藤井さんの話は、定数を削減するようなちょっ

とお話があったんですけど、私は逆で、定数を減らせれば住民サービスが低下するわけです

から、そういう点では、必要なものについては、十分人員もあれしてやっていかなければい

けないと思っていますし、その点で、課ができなければ、担当課として商工会のほうに、ま

た力強い指導もしていただいて、私もＯＢとして行きますけれども、実際ちょっとこういう

ものを意見具申した人間としては、なかなか進んでいかないなということで、本当に申しわ

けないというようなことで考えております。 



  先ほども言ったように、新しくそういう観光地として、観光ガイド、そういうお年寄りだ

とか、あるいは体の不自由な人たちにも観光ガイドしてくれている花桃企画。本当に称賛を

していきたいと思っています。そういう町ができて初めて人に優しいまちづくりというよう

なことが完成すると思うものですから、ぜひ町のほうの御指導をよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 先ほどの知事のユニバーサルの関係。これは知事が直接コメントした

わけじゃございません。そういう中で、事業レビューの中で、ユニバーサルの事業仕分けが

出た中で、この一事業者から、前知事のときは、このユニバーサルに対する心意気は感じら

れたが、今の現状の知事さんのときは感じない。そういうコメントがあったということでご

ざいます。現に知事がユニバーサルをやる、やらない、そういうことはコメントはしており

ませんので、あくまでもレビューにおける仕分け人のコメントでございます。 

  次に、稲取駅。これは本当にもう社長に何回も言っているでしょう。そういう中で、社長

がもう、東伊豆町の町長の顔を見るのも嫌だというぐらいに言われています。基本的にはも

う乗降客の数も減っております。端的に見れば、確かに河津は多いかわかりませんけども、

１年間を通じて見た中で、伊豆稲取駅の乗降客を見た場合には、もう伊豆高原、次に匹敵す

るぐらいの主要駅だが、もうユニバーサルをやってくれと再三再四言っている中で、伊豆急

さんは財政が大変厳しいもんで、まず安全のほうに力を入れたいと言っておりますもので、

安全のことを言われますと、この町のほうもなかなか無理なことは言えません。そういう中

では、また社長に聞きますと、また議会でもこういう質問をされているということを言いま

すもので、その辺はまた御理解願いたいと思います。 

  それで、ユニバーサルに関しましては、当然町のほうも、課はつくらなくても、係をつく

らなくても、その指導はしていきたいと考えておりますもので、よろしくお願いいたしたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、観光の再生とまちづくりについてを許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） ３問目の質問ですけれども、観光の再生とまちづくりについてという

ことで質問します。 

  平成25年１月から５月までは、旅館の宿泊客が随分落ちてきたんですよね。実際に年間



の、今度は宿泊のお客さんが前年を88万を割ってくるじゃないかなと。そんなふうに受け

取っています。そこで、観光の再生の具体案を講じるべきでないかと考えますが、まず第１

点目は、キンメダイのブランド化の支援策とキンメダイのデザインを活用したまちづくりを

どう進めるのかどうか。 

  それと、２点目については、ジオパークに相当すると専門家が述べているトモロ岬や、は

さみ石の一帯の名所づくりについて、本格的に取り組むべきじゃないかと、そういう２点の

御質問をさせていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第３問、観光の再生とまちづくりについては、２点からの

質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目のキンメダイのブランド化の支援策とキンメダイのデザインを活用したまちづくり

をどう進めるかについてですが、稲取キンメについては、本年６月の７日付で特許庁の地域

団体商標として登録が認められたことは、大変喜ばしいことであり、関係者の御尽力に対し、

感謝申し上げる次第であります。商標権利者は伊豆漁協ではありますが、今後は町としても

観光資源としてＰＲしてまいりたいと考えております。 

  当町では、以前から商工会と地元商店街によるキンメダイの街路灯の整備や、マンホール

へのデザイン採用などの取り組みが行われておりますが、今後はロゴマークや食べ歩きマッ

プの作成等についても、権利者である伊豆漁協と協議しながら支援を行うとともに、ＰＲの

方法についても考えていきたいと思いますので、町民の皆様にも御協力をお願いするもので

あります。 

  ２点目のジオパークに相当すると専門家が述べているトモロ岬やはさみ石の一帯の名所づ

くりに本格的に取り組むべきではないかについてですが、はさみ石やトモロ岬については、

観光資源としての可能性は以前から感じており、私も現地まで視察に行き、アクセス路等に

ついて確認してきました。国道及び町道沼津川唐沢３号線から廃道となっている旧国道まで

遊歩道を整備することは可能であると考えますが、旧国道から海岸におりるまでのルートは、

かなり険しい地形となっております。現在、一般企業からの協力の申し出もございますが、

遊歩道設置後の安全確保の観点から、管理主体及び管理方法等については、検討すべき課題

も多いことから、今後慎重に検討してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきた



いと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 私は相当危惧しているんですよね。だから、町長が平成18年に町長

になって、そのころの宿泊客については、180万人いたんですよね。それが今は88万。それ

からもっと言えば、ことしについては80万をもっと言えば切るのかな。そんなふうな危機

感を持っています。そういう点で、私はもう一度やっぱり観光地として、百年の大計といい

ますか、そういうものを立てていかなければいけないのかな、そんなふうに受け取っていま

す。 

  それでやっぱり、宿泊で来る方たちは、実際にうちの旅館については、食べものだとかそ

ういうものも充実して、あるいは建物、ユニバーサルはちょっと置きますけれども、建物も

しっかりしている。そういう点は十分満たされているというようなことが、観光に来たお客

さんのほうから実際に言われています。しかし、今、自然のものだとか、そういうものの見

るべきものがないんですね。そういう中で、あるいは食べ物についても、ふさわしい食べ物

というようなことについてはない。そういう地場の食べ物を食べたいというようなことが重

要なキーになってくると思うんですよ。 

  そういう中で、まず私、キンメダイのブランド化の支援というようなことと、それからキ

ンメダイのデザインのまちづくりどう進めるかということを質問したということについては、

まず、漁協さんがブランド化したことは、全くすばらしいことなんですけれども、なかなか

そこから今度は前へ進む形のことができていないというようなことは、語弊がありますけど

も、実際にはキンメダイの商標、表示をする、多分そういうものもおつくりになって、これ

から十分やっていくということですけれども、キンメダイのまず普及については、一つの組

織づくりといいますか、そういう点では、今、港の朝市等の、役場の組織としては、運営委

員会というのがあるんですね。産業団体の皆さんで構成された役場の職員と、それから観光

協会、商工会、そういう形の中の、それから朝市の出店者といいますか、そういう皆さんの

中で構成されている運営委員会があるんです。そういうものを一つの組織として、キンメダ

イのブランド化といいますか、キンメダイをこれから進めていく上の代替の組織のようにし

ていただいたほうがいいのかな。今言ったように、産業団体といいますか、役場も商工会も

農協も漁協も、それから観光協会等も入っているわけですから、そういうものを代替した組

織で、これからどうしていくということを考えていくようなことをやっていただいたらどう



かなと思います。 

  これも先ほどと同じように、やっぱり時限を切って、３年とか５年たったら、こういう町

にするよ。キンメダイのまちづくりはこういうことでやっていくことがわかるような形のも

のをつくっていく。例えば、キンメダイの販売店といいますか、そういうものもちゃんとそ

ういう組織で募集して、実際に普及を図る。あるいはどこのうちが干物を売っているとか、

稲取キンメを売っているとか、あるいは鮮魚を売っているとか、あるいはみそ汁だとか、あ

るいはしゃぶしゃぶをやっているとか、そういう形のものとか、そういう土産品だとか、そ

ういう販売店をちゃんとこしらえてやっていく形。 

  それから、やっぱり先ほど言った漁協のほうも、タグをせっかくつくったんですね。だか

ら稲取キンメを使ったものについては、キンメダイのタグをちゃんと表示をして焼く。それ

で先ほど言ったような組織やたまにはチェックするといいますか、専門家だとかも入れて、

年に何回か抜き打ち調査とかそういう形にして、稲取キンメでないものを使うようなことが

行われないようにやっていくことが必要なのかなと。 

  それで、一つは、これから普及に当たっては、今、タグもそうですけれども、推奨品のス

タンプだとかマーク、そういうものも、あるいはステッカーとかそういうものもつくって、

ここで地元のキンメを売っているとか、あるいは地元のキンメの食事ができるとか、そうい

うものも含めてやっていくような形のものはどうかなと。そういうものに一部町のほうも助

成をしながらやっていくことによって、そういうことが進んでいくのかな。そして、先ほど

町長からも話があったんですけども、駅前のキンメダイと築城石のモニュメントが駅前から

撤去されて、今、行政のほうで、もやい石あたりのところにまた築城石とモニュメントを設

置するようなことの考え方をして、今実際に制作者のほうと、修理だとかそういうものを今

しているようなところでございます。 

  もう一つ、私、そのときに、街路灯をつくったというようなことの意図は、駅前からずっ

と今、カッパ食堂のところまであるんですね。それであれがもう平成６年ですから、もう間

もなく20年たつんです。だけど、皆さん見てわかるように、キンメダイの表示してある街

路灯のキンメは、まだ新しいといいますか、元のままで原形ちゃんととどめて、しっかりき

れいにあります。そういう今後また街路灯等をやるにしても、やっぱりしっかりとしたもの

といいますか、20年たっても腐食もしない、何もしないというか、そういう形のものを実

際にやってあるわけです。 

  だから、その当時、私考えていたのは、キンメの街路灯をたどっていけば、温泉場へとい



いますか、例えば銀水さんのところまで、あるいは稲取荘さんのところまで、キンメダイの

街路灯がある。そのキンメダイの街路灯へ行くと、稲取温泉に出ますよ。そういう形のもの

を、今各通りにも街路灯があります。できればあのキンメダイを、作者はまたよその方です

けども、その方にお願いして、駅前からずっとカッパ食堂の、今度は続きで、温泉場まで行

けるような形のものをつくって、だれでもこのキンメダイの街路灯をたどっていけば、温泉

場まで行けますよと。そういうような道標にもしていくことも、一つの話かなと思います。 

  そんなふうに、ぜひ、ブランド化の関係については、若干の支援で、組織等についても、

今の代替になるかどうか。その辺をお答え願って、それから街路灯等についても、でき得れ

ば温泉場で街路灯を、今ある街路灯の上に設置するようなことを考えていただけるかどうか。

その辺について伺います。 

  それとあと、２問目のジオパーク等の関係で、黒根の岬の云々ということがありますけれ

ども、やはりこれは民間のところは若干の道をつくっていただけるというようなことを言っ

ていましたが、私はやっぱりここまで観光客が少なくなったときには、やはり百年の大計と

いいますか、そういうことを考えていきますと、例えばよそにある、いつも私例に出す草津

の湯畑であるとか、あるいは道後温泉の坊ちゃん温泉などが、それから巨石であれば、夫婦

岩といいましたかね。三重県の伊勢のところに二見の夫婦岩があるわけですけれども、これ

はもう江戸時代に歌川国定さんが錦絵で描いているんですね。二見の岩をですね。そういう

中でも、100年も200年も確実にお客さんが来ているわけですよ。もうそういうものの整備

をやっぱり計画を持ってする。ここ我が町の一番誇れるものというか、神々しいものである

し、それから荘厳であるし、それから巨石については、やっぱり大漁だとか、あるいは家内

の安全だとか、あるいは神様をやられているとか、そういう形があって、日本の国民であれ

ば、だれでもそういうことを感じる部分があると思うんですよ。 

  そういう点で、これはまたお金の問題になるわけですけども、私はやっぱり百年のものを

つくるのに、例えば５年なら５年かけて、１年ぶりであれば、５年間なら５年間かけて、毎

年例えば町のほうで１億なら１億の金なら、５年で例えば５億になりますけれども、そうい

うような計画的に、今度は国県の補助だとか、そういうものをあわせて、例えば全体で10

億なら10億のものをやるとか、そういう計画を立てて、ぜひ今やっていかないと、遅くな

っていくのかなと。これから今の80万人の観光客を維持をしていくには、そのくらいの荒

治療をしていかないと、我が町は沈没をしてしまうじゃないかと思っているわけですね。そ

ういう点で、ほかのものを若干割いても、やっぱりこれから100年、200年のことを考えた



ときに、今のあのすばらしい景観といいますか、ジオパークに相当するものということで、

学者さん、先生、あるいは専門家の方も言っているわけですから。ぜひその辺のところにつ

いて、計画に着手してやっていくようなことが可能かどうか。その辺についてお伺いいたし

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、キンメ、次が入湯客が180万から80万、88万さらに切る。これ

大変危惧しておるのが現状。そういう中で、この要因的には、リーマンショックがあり、ま

た景気がよくなったと思ったら、また３．１１の大地震が起きたと。これが大変痛かったで

す。それがなければ、多少順調な、一番遅くなった中でも、入湯客が伸びていくかなと考え

ている中で、リーマンショックが起き、さらに東日本大震災、これが起きた中で入湯客が減

った。これは事実でございます。これはもう全国的な温泉地においても、これはもう大変苦

労をしているところで、いかに入湯客を増やそうというのが、各自治体において一生懸命頑

張っているところでございます。 

  そういう中で、壇上でも言いました、６月７日にキンメダイの地域商標。これとったと、

大変喜ばしいことで、このとった漁協さんには本当、敬意を表しますけれども、私その中で

挨拶したのは、これからが本当に大変ですよということを言いました。地域商標をとって、

いかに稲取キンメをどのように定着するか。これが今後の問題でして、これからが一番難し

くなってきますよということは、挨拶の中で言った記憶がございます。 

  と申しますのは、私もう再三言うように、いつもある程度仕事が終わると、日帰り温泉へ

行きます。その日帰り温泉に入ったときに、観光客から、稲取キンメの話が出まして、あれ

は稲取キンメじゃない。よそのキンメだということで、本当にがっかりしました。やっぱり

稲取キンメといったら、稲取キンメを出さなければ、これはにせものですから、そういうも

う露店風呂の中でそういう言葉を聞いたときは、本当に私情けなくなりました。その中で、

今回本当に稲取キンメの地域商標がとれたもので、言っているのは、もう差別化しなさいと

はっきり言っています。やっぱり値段が違ってもいいですから、稲取キンメは高いですよと

いうことを、旅館の中居さんが出すときは、別料金ですよ。そのような方向でまた指導して

いきたいと考えておりますし、やっぱり地域商標をとったからには、差別化しなければ、商

標とった意味がありません。基本的には関サバ、関アジのような、そのような感じで稲取キ

ンメが売り出せればいいじゃないかなと私は考えております。 

  その中で、一つの提案の中で、港の朝市の運営委員会をチェック機関としたらどうかとい



うことを提案されましたけれども、これはちょっと検討をさせてもらいたいと思います。こ

のメンバーがどういうメンバーか、私まだ把握しておりません。今、内山議員が産団連とは

言いましたが、やっぱり町は産団連の一応協議会があります。そういう中で、確かに運営委

員会のメンバーは商工、観光、いろんな人が入っておりますけれども、町としては、一応産

団連の、また協議会もありますもので、どこでまたその辺のチェックをしたらいいかとかい

うことは、これはちょっと考えさせていただきたいと思います。 

  そういう中で今回の活性化、いろんなことを提案されました。これは当然検討しなければ

ならないことですよ。一番いいのは、20年前、キンメのメッキの街路灯、これは大変すば

らしいことをしたと思うんですよ。しかし残念ながら、高過ぎてちょっと目立たない。これ

が一番の欠点でございます。やっぱりこの辺はやった中で、やっぱりその費用対効果が、本

当にこれはいいことをやったけれども、高過ぎて一般の町民の目には見えないもので、これ

をまず低くすることが重要かと。これは検討していきたいと思います。 

  そういう中で、町が観光振興計画を一応つくる中で、そのキンメのやつも出ました。まず、

一番問題は、高さが高過ぎる一般の観光客に見えない。これは何とかしてほしい。その中で、

私はいいなと思ったのは、稲取キンメをたどれば、稲取漁港へ行ける。そして逆に雛の館は、

そういう雛の館のモチーフをつくった中で、その雛のモチーフを行けば、雛の館に行ける。

そういうことも提案されましたもので、これはちょっと検討させていただきたいと思うし、

まずは稲取キンメのやつが下に設置できるかどうかを最初にまず検討させていただきたいと

思います。 

  あと、次にはさみ石の関係。これは本当に先ほど壇上で行ったように、旧道までは十分に

行く。その中で、先般山田議員が一般質問―山田議員でしたよね、たしか一般質問したの

はね。旧道から下の安全性がいかがという中で、やっぱり一民間企業がやったとしても、事

故が起きたときは、町にも責任があるじゃないか。それは検討しております。そういう中で、

内山議員の百年の計というのわかりますけども、さらにまた、これが維持管理が結構かかる

んですよ。基本的には台風とかそうなるともう、もしそういうことをやった場合、また結構

修理が出てくると考えております。と申しますのは、志津摩とか向こうの稲取の温泉場で遊

歩道やってありますよね。台風が来たりするともう、ちょっとやっぱり大丈夫かなと、観光

課の職員は見にいきますし、プールなんかにおきましても、プールの中に石が落ちたりして、

やっぱり、確かにそういうことはいいんですが、後の維持管理を考えますと、当時数億円か

けたが、またそれ以上に維持管理かかると考えておりますもので、その辺はまた再度検討さ



せてもらいたいということで、一応答弁は控えさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） キンメダイの関係は、今、私温泉場までということで考えていました

けども、その辺で今の雛の関係だとかも含めて考えていただけるということであれば、やっ

ぱりこれは早急にやっていただければと思うんです。それで、あれ高くなったというのは、

バスなんです。交通の中で、バスが中途半端なところにあると、キンメがあると、ぶつかる

ということで、高くしたんですよ。そういういきさつがあるもので、もう一度検討していた

だいて、別に低くすることはできると思うんです。だから、バスだとかそういうものに支障

がなければ、人間が歩いていてぶつかるとか、そういう形ではちょっと困るし、今言ったよ

うに、当時はバスの関係であそこまで高くなったと思うんですよ。その辺十分また検討して

いただければと思います。 

  それから、組織については、実際に観光課長が承知していると思うんだけども、運営委員

会があって、全く同じメンバーなんですよ、産業団体の。だから農協と漁協と、それから観

光協会。そういうような皆さんが一つのメンバーに入っているもので、それ代替できなけれ

ば、代替しなくても構わないですけども、そういう組織をつくっていかないと、物というの

は進んでいかないわけですから、キンメダイのブランド化に合わせて、そういう組織を、代

替にならなければ、別の組織をつくってやっていくような形をしていったらどうかというこ

とです。 

  それから、はさみ石等については、やっぱり百年の大計を考えて、町長は、お金もかかる

し、維持管理もかかるということですけれども、できるだけそういうものがないように、や

っぱりきちっとした計画を立てて、では、お金をかけてもそういうようなものを、100年、

200年もたせるというようなことを考えれば、十分国県の補助等も仰いでやっていくことが

できるかなと思います。 

  あるいは、温泉の町ですから、例えば1,000人風呂みたいなものをやっていくとか、それ

も全裸で入るじゃなくて、裸じゃなくて、よその外国のあたりだと、水着で大勢の人たちが

温泉を楽しんでいるような雰囲気がありますよね。例えばああいうものも、ひとつ1,000人

ぐらい入れるようなところがあれば、一つの大きな観光地の目玉になるのかなと。そんなふ

うに考えております。ぜひ黒根については、民間の企業だけじゃなくて、町も力こぶを入れ



て、ぜひお願いしたいと思って、質問をおしまいにいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） キンメに関しましては、高さ関係は早急に調べた中で、これはやって

いきたいと思います。さらに運営委員会に関しましては、これは当然そういうところはつく

らなきゃならない。当然今、伊豆漁協の運営委員長と話しているのは、とりあえず、まずは

タグはやることは間違いありません。さらに、いかに差別化をさせるということはやりまし

ょうというのは、観光協会を含めた中で、まず出店をどのようにするかということは、これ

から検討していきたいと思います。 

  キンメに関しましては、せっかく商標等とれたもので、これを有効活用した中でまちおこ

しをやっていきたいと思いますので、御理解願いたいと思います。 

  次に、はさみ石の関係でございます。これは昔、私が議員のときかな。町長ですぐのとき

かな、一応稲取の観水協の方々、つり橋とかいろんなことを見せていただきました。そうい

う提案されました中で、あとそれだけならいいんですけれども、あそこが危ないもので、安

全対策に膨大なお金がかかるのかと当時考えましたもので、町が百年の計でやろうとしても、

ちょっと余りにも金がかかり過ぎるんじゃないかといってやめた現象がありますけれども、

このはさみ石、大変すばらしいものでありますから、必ずや何らかの方法でこれ世間に広め

ていきたい、そういう考えでございますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で２番、内山さんの一般質問を終結します。 

 

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

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  あしたは休会となります。 

  12日木曜日は午前９時30分から本会議を開きますので、よろしくお願いします。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時２０分 
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開議 午前 ９時３０分 



 

◎開議の宣告 

○副議長（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  本日は議長が公務で静岡へ出張のため、副議長の私が議長の職務を行います。 

  スムーズに議事が進行できますよう皆様の御協力をお願いいたします。 

  ただいまの出席議員は11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３回定例会第３日目は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○副議長（飯田桂司君） 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 一般質問 

○副議長（飯田桂司君） 日程第１ 第１日目に引き続き、一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○副議長（飯田桂司君） 14番、山田さんの第１問、町の観光振興計画についてを許します。 

  山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） おはようございます。 

  私は今回４問通告してございます。それぞれ各問ごとに質疑、答弁をお願いをしたいと思

います。 

  まず第１点目に、町の観光振興計画について伺いたいと思います。 



  本年３月に観光振興計画が策定をされて発表されたというふうに存じておりますが、町と

してこの観光振興計画をどう見ているのかな、またどう位置づけているのかということにつ

いて１点伺いたいということと、もう１点は、この計画を今後どのように活用しようとして

いるのか、つくったはいいんだけれどもどうするのかということについて、基本的なお考え

をまず伺っておきたいと思います。 

○副議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  山田議員の第１問、町の観光振興計画については２点からの質問となっておりますので、

順次お答えいたします。 

  １点目の観光振興計画をどう見ているのかについてですが、観光振興計画は第５次総合計

画の観光交流分野における基本計画として策定したものであり、目標年度をともに平成33

年度に設定し、平成25年度から９カ年を計画期間といたしました。さらに、社会経済情勢

等の変化に対応するため、前期と後期に分けて途中に見直しを図ることとなっております。 

  また、観光におけるタウンスローガンを「お湯もぬくてぇー こころもぬくてぇー 食と

文化の東伊豆」と定めました。東伊豆町ならではの魅力を最大限に発揮し、心も体も温まる

ような観光交流のまちづくりを目指します。 

  当計画策定に当たり、事前に東伊豆町への来訪者及び非来訪者調査をもとに総合分析を行

った上で、有識者会議により幅広い意見と専門的な見識を反映させ、より有効性の高い計画

となるように取り組んだものであります。 

  観光振興計画をどう見ているのかにつきましては、町の基幹産業である観光産業の役割は

非常に大きく、町の産業をリードし連携し引き上げる役割を担っています。観光産業の活性

化によった他産業の波及効果、いわゆる６次産業化を重要なものと位置づけ、町内経済を活

性化することで、雇用問題、人口減少、少子高齢化という重要課題に相乗効果を創出したい

と考えております。 

  したがいまして、観光振興計画とは単なる観光産業のみの発展のための計画ではなく、東

伊豆町全体の活性化計画であるとの認識を持っておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目のどのように活用するのかについてですが、観光振興計画推進のためには、

まず町内外のさまざまな組織、団体と連携しワーキンググループによる観光推進プロジェク



トチームをつくりたいと考えます。そして、さまざまな観光資源や情報の集約、発信の一元

化を図るため、プロジェクト事務局を設置し、観光との連携の核として育てていくことを目

指します。さらに、観光振興計画を着実に実現していくために、短期、長期の事業計画を作

成し、見通しを持った実践的プランを企画・実践できるように努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○副議長（飯田桂司君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、単なる観光振興計画ではなくて、町の活性化計画だというふ

うに、この観光振興計画の位置づけを明快に述べられたというふうに思うんですが、そこで

私、幾つか疑問を感じる点がございます。そうなんだけれども、しかし、そういう計画はホ

ームページを見れば、見れる人は見ればわかると、確かに。だけれども、これ余り町民的に

は何にも知れ渡っていない計画なんですよ。行政の関係部署の一部の人間ぐらいしか知らな

い計画、もっと言えば、観光の従事者もほとんど知らないというところがやはりあるんでは

ないかと。私自身もこの計画を見て、いろいろ思うところはあるんですよ。評価、自分の納

得できる部分と納得できないなと、こういう視点はちょっと足りないんじゃないかなとか思

うこともありますよ、それはそれで。ただ町長言われたように、来訪者または来なかった方

の調査というようなことのデータを見ると、データ自身から読み取れることもたくさんある

んですね。そのことは非常に貴重な資料なんだろうというふうには見させていただいており

ます。 

  そういうことからしますと、本当にこの活性化を町長が言うようにしていこうというとき

に、僕は一番何が問題かといったときに、東伊豆町って総合計画も含めてあるんだけれども、

温泉場が６つあるということもあって、それの特色をということを言いながら、結局みんな

ばらばらなんですよ、みんなばらばら。もっと言えば、町の計画なんてつくったって、計画

なんていうのは例えば観光従事者なんかもほとんど知らないというのが今までの状況ですよ。

一番端的な例が、はっきり言えば、稲取の旅館組合のこの間の雛のつるし飾りに対する提案

みたいな状況というのは、いまだに残っているわけじゃないですか。観光振興計画をつくっ

たってああいう提案が出てくるんですよ。本来一番こういうものについて、自分たち、今ま

での東伊豆町の観光を担ってきた人たちが、その問題点は何だったのかなと、これから町を

含めて自分たちどういう方向へ行くのかなと、このことをしっかりやはり理解していただか

ないとまちづくりってやはりできないんじゃないかと思うんですよ。町がこういう計画をつ



くったって実際に観光に従事している方々がこういう計画とは全く関係ない、あさっての方

向の提案をどんどんしてくるというような状況では、観光振興計画なんて意味がなくなって

しまうんじゃないかと。今そういう状況もあるんではないかと。本当に活性化ということで

町長が言われるのであれば、やはり確かに方向性の問題ではもう少し議論が必要なものもい

っぱいあると思うけれども、実際になぜこういう状況になってきたのか、うちの町のやはり

お客さんから見て魅力はこういうふうに認識されているんだな、またこういうところに弱点

があるなというところは、みんながやはりある程度共通認識にしていかないとまちづくりと

いうのはできないんじゃないかと思うんですよ。 

  その点でね、非常にもう３月に発表されたけれども、私自身もこれをホームページで入手

したんですけれども、どういうまちづくりを描いているのかなんていうことについては、極

めて不十分な点、またそれが実際かかわっている人たちにも浸透していないという状況とい

うのは、一番やはりよくない状況があるんじゃないかと。本当に単なる観光振興じゃないん

だ、活性化全体をこう見据えた計画なんだということであれば、せめてこういう調査や方向

が一定限の皆さんの認識の底辺の情報と共有化ということになっていないとやはりいけない

というのが、今の状況ではないかなというふうに思うんです。 

  そのほかちょっと幾つか問題点を感じるんですが、観光ガイドとか観光ボランティアとか、

いろいろなマンパワーの育成という問題があるんですけれども、この点の取り組みというの

は、非常にガイドヘルパーだったり、いろいろなやっている部分もあるんだけれども、なか

なか位置づいていない。もっと言えば、本来なら旅館さんがそれぞれの宿泊施設で観光コン

シェルジュみたいに本当にお客さんの要望、相談に的確に応えられるような、そういう人材

育成というのを本来はしてなければいけないという部分でもあるんだと思うんですよね、す

ごくおくれていると。だから、結局旅館完結型で、いわゆる着地型とか地域型観光という点

を考えると、全然うちの町は周回おくれになっているという部分ですよね、この点は。いま

だに地域観光とか着地型観光というようなところではなくて、いまだに旅館にいて旅館に泊

まって帰っていくという、この形態が一番多いわけで、これはその資料でもそうですよね。

温泉だけを楽しみにして来ていて、地域というのを全くこのお客さんの中には余り位置づけ

が出てこないわけですから。そうすると、この弱点をどうやはり克服していくのかという点

での計画というのは、観光の関係者の方々を含めて非常に重要な問題なのかなというふうに

思っています。 

  ３つ目に、町長、最後に言われましたけれども、推進のためのプロジェクトチームという



部分の位置づけというのも、非常にこれはどういうふうになっていくのかなと、そういう先

ほど言ったような町民やいろいろな団体の皆さんと、今の段階では認識がまだばらばらだと。

自己満足的にたまたまこっちがいいだろう、こういうプランがいいじゃないか、こういうプ

ランがいいじゃないか、もうそれは勝手にいろいろな形が出て来るんでしょう。アイデアは

あるんですけれどもね。しかし、そういうものを統合していくという点でいくと、本当にど

うなのかな。過去やはり観光政策審議会とかあった、うちの町としてその運用と今回のこう

いうプロジェクトチームなんかというのは、どういう役割、整合性というのが出てくるのか、

この辺も含めて、非常に私は難しい部分、また課題が多いんではないのかなというふうに思

います。 

  あとやはり私、１つ、これは感想的に言いますと、固定客、常連さんが非常に多いという

評価をしてありまして、それがある面強みだということも書いてはあるんですね。ただ逆に

言いますと、固定客さんというのも、だんだん亡くなられたり減少をしていくというような

こともあって、逆に言うと、それは強みでもあり、それだからこそ逆にお客さんが減少をし

て、新しいお客さんの開拓がおくれているという側面でもないのかな。やはり数字のデータ

の見方でも、私はちょっとそこのところが強さでもあり、今の状況を平たく見ればそうだけ

れども、しかし、長い目で観光の行く末を見たときには、それは強さじゃなくて逆に今の観

光の持っている弱さという、新たな顧客を獲得できていないという、やはり課題として捉え

てみるべきではないかなというようなことを、私はこの観光振興計画に目を通して感じたん

ですけれども、細かいところは言いたいことは幾つもあるんですけれども、しかし、大ざっ

ぱなところでこの取り扱い方について、本当に町長言われるような僕は状況になっていない

んじゃないかなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員が言った、この観光振興計画をつくった段階、３月にで

きて半年ですか、そういう意味でもまだまだ啓蒙が足りないかな、これは反省した中でこれ

はどんどん啓蒙していきたいと思います。このパンフレットが必要ですし。 

  基本的に私、この観光振興、オブザーバーとして一応全部出させていただきました。大変

勉強になりました。基本的には整合性もあります。今回のメンバーを見ますと、実践でやっ

ている人、ＪＲの人、伊豆急の人、また神奈川大学の人、ＪＴＢの人、ベースボールマガジ

ン社、ほとんど実践でやっている人がやっているんです。基本的にはこの計画をつくったと

きに、これ今までのように机上だけではいけませんよ、これを実践しなければ何にもならな



い、そういうことをはっきり言いました。やはり今までの観光、いろいろな計画を見た中で、

餅に書かれたあれじゃない。ほとんど実践されなかったようなことも自分自身考えている中

で、今回この会議に一応全部出させてもらった中で、やはり委員の各皆さんから今までの計

画のように、紙に書いたものじゃなくて、これを実践して初めて観光振興計画の価値が出て

くる、そういうことを言われましたもので、これは私は実践、外へ一歩一歩着実に実践して

いきたいと思います。 

  そういう中で今、山田議員、各皆さんが知っているかと言えば、それは一部の人しかまだ

知らないものですから、これは反省した中で、これをどんどん今度はいろいろな人にまたこ

ういうことができたもので、町はこういうふうにしてやっていきたいということはもう言っ

ていきたいと考えております。そのＰＲ不足は間違いなく否めないもので、それは反省を検

討して今後啓蒙活動をやっていきたいと思います。 

  そういう中で観光コンシェルジュ、本当これができれば一番理想なんですよね。各旅館の

人の中がこの町のことを一番知ってもらいたいというようなこと、一応これも今までいろい

ろ山田議員からも提案されました。これを実践する方向で今度町も力を入れた中で、本当に

この計画の沿った中でやっていきたいと思います。 

  この49ページを見ますと、観光産業を主として６次産業化のこういう桜の輪になってお

ります。まず観光があって、その花びらというような、芯があって花びらの中で一応各産業

をやるというようなこと、やはりこれをやってから一応６次産業化を進めていきたいと私も

考えております。大変本当何回も言うように、この会議に出させてもらいまして私も本当に

勉強になりました。やはりいろいろな人の見方がありますので、その辺は何かこれを実践し

てきて今そういう気持ちでございます。 

  そういう中で、山田議員が言ったように固定客が多いのが強味であるということも、その

会場の席で言われました。しかしながら、今、山田議員が言っておるように高齢化になりま

すれば、当然固定客が減った中で減少していくという中で、それをいかに克服するかという

こともこれからの課題でありますし、そういう中でいろいろな面でプロジェクト化をした中

でやっていきたいと考えております。 

  プロジェクトチームの位置づけは基本的にはこれを実践するためのチームだと私は考えま

す。何しろ、私、本当今までいろいろな計画を見た中で、実践されてなかった、これは本当

に実践しなければ本当にこの町はだめになると思いますので、これを核とした中でまちづく

りをまたやっていきたい。壇上でも言いましたように、そういう方向でやっていきたいと思



いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、僕は今の町長の答弁を聞いていてね。一体これ実践するのは

誰なんだと。町長なのか、町なのか、それともやはり観光業者なのか、町民なのか、ここの

点がはっきりしなくて、町長がこれを実践していきたいという心構えはいいんだけれども、

やはり過去、うちの町の観光というのは、時の町長や観光協会長さんなんかが肝いりでいろ

いろなことをやっても、実際に空回りだと。この間もいろいろなものをつくるんだけれども、

そのときつくるんだけれども、実際は観光産業の方々や地域の中に浸透しないということが

いっぱいありましたよね、率直に言って。たくさんあるんですよ。これ本当にこの主体は誰

かというと僕は町長でもないし、観光商工課でもないんでしょう。町民の、いわゆる観光に

携わっている人を初めとした方々がこういうものを通じて元気になっていかなければいけな

いという、ここが一番問題でね、そこにそういう兆しがないから私、こういう質問している

んですよ。 

  やはりそれはどうしたらそういう状況がつくれるのか、町長が啓蒙するんだ、啓蒙するん

だということで、こういうものをつくりましたからということを挨拶や何かで言っていれば

そういう状況ができるんでしょうか。その啓蒙というふうな程度の位置づけで本当に大丈夫

なんだろうかと。本当にたびたび出させて申しわけないけれども、稲取のはやはり旅館組合

の計画なんていう点で見れば、本当にこういうものを多少なり知っていたら、僕は出てこな

いと思いますよ、はっきり言って。それくらいの問題がいまだにこれつくったって起きてい

るわけで、本当はそういう人たちがこういう計画の先頭に立って、自分たちは何をこういう

計画の中から自分たちは何をなすべきか、やはり忙しい人たちでもあるんだけれども、しか

し、これだけの調査や分析をしていただいた、このデータの上に自分たちはどういう温泉場

をつくろうというものを描くのかという、ここのところが全然芽が出てこないんですよ、今

は。だから、町長が幾ら力んでプロジェクトチームをつくってでも、これ上から実践してい

く計画のままで本当にいいのか、今まで東伊豆町の失敗というのは、上からの実践ではなか

ったのかな、本当にこの期に及んでこの観光産業を中心とした方々が本気になるような、や

はり取り組みというものがなければ、町長言うように、本当にこのまま無為にあれやこれや

いろいろなプランを立てて、いろいろな動きをしても、何にも一つの方向性に結実せず、や



はり町長指摘のとおり、この10年先にどういう状況になっていくのかという、そういう心

配というのは出てくると思うんですよ。だから、私は計画が悪いとかということで全て否定

するつもりもございません。確かに非常にいい中身もあるし、それぞれしっかりと。でも、

これをしっかり受け止めて、でもこれをなすべきは町長や役場じゃなくて、観光関係者であ

り、町民の皆さんがこういう方向をお互い共有していかないといけないというところが今で

きていないというところ、もう既に発表して半年をたっても、やはりそこの誰がやるのかと

いう視点が違っていては、いつまでたったってやはりうちの町の本当の活性化というのはで

きてこないんではないかなというふうに私は見ています。 

  だから、本当に旅館の方々、いろいろ忙しい中で、でも実際こういう分析をしたものをし

っかり血肉にして、これからまちづくりのプランやいろいろな計画をするのに役立てていた

だかなければいけないわけなんですよ。そういう意味で、町長、実践を必ずしたいという気

持ちとは裏腹に、現状はやはりそういう状況じゃなくて旧態依然のままではないかと。役場

だけがやっても、この計画というのは達成し得ないんではないかなと思いますよ。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、再三再四、私がちょっと申しわけなかったと言ったのは、やはり

３月にできてまだ９月の６カ月間にとにかく浸透していないのは間違いありません。これは

もう浸透させます。 

  そういう中で、この１ページ目見てもらいますと、一番最後に書いてあります。東伊豆町

の観光産業従事者のみならず、町民全体で観光振興における課題や問題点を共有し、東伊豆

町の活性化につなげたいと考えますと。基本的にはこれからですよ。山田議員と全く同じで

す。確かにできて半年ですね。まだこれ浸透しておりません。これから浸透させます。そう

いう中で雛のつるし飾り、今回、天王雛、これは短期的なものと私考えている。さっき壇上

で言ったように、短期的なものもあれば、中長期的なものもある。やはりこれを相互しなが

らこの町を生き延びていかなければならないと考えておりますもので、今回稲取労働組合、

提案手法の、私は短期的なもので提案してきたものと考えております。そういう中で、今、

私、オープン町長室をやっておりますもので、その40代、50代、一応町のことを一生懸命

考えている、この町をどういうふうに何とかしたいという中で一生懸命頑張っております。

やはりそういう力を大事にしたいと思いますし、これからまちづくりをしていくエネルギー

だと考えておりますもので、この辺は伸ばしていきたい、そう考えていきたいと思うし、こ

の観光振興計画、まだ住民に十分浸透していない。これは反省していく中で、これからはも



う町民に浸透するような方向で町はやっていきたい、その趣旨は今読んだとおりでございま

すもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 次に、第２問、旅館の耐震化についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ２問目に旅館の耐震化について質問を伺います。 

  この問題については、ここ町長とも何回か質問もしておりますが、町としてですけれども、

どういう支援策を今考えているのか、またその国や県にどういう支援策を求めているのか、

非常に先ほど来、町長が思うように観光の今後の行く末に対する危機感と、それに対するス

ピード感というものが我々余りこう伝わってこないなというふうに感じておりまして、その

点について、今現状での町の考え、また町のこれまでの対応についてお伺いをしたいと思い

ます。 

○副議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、旅館の耐震化についての１点目、どういう支援策

を考え、また国・県に求めているのかについてお答えいたします。 

  建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、旅館・ホテルなどの大規模建築物は耐

震診断結果を報告することが義務づけられましたが、診断結果の公表につきましては、平成

27年度末までと非常に短い期間での対応を求められております。 

  加えて耐震診断やその後の耐震改修が多額の費用を要することもあり、厳しい経営状況が

続く旅館・ホテルにとっては、死活問題となっております。 

  町といたしましては、国が新しく創設した耐震対策緊急促進事業の補助制度と、県が国の

改正に基づき拡充する耐震化支援制度を活用し、対象となる旅館・ホテルの負担ができるだ

け軽減されるよう、耐震診断にかかる費用の一部を受け支援することを考えており、担当課

には国・県補助金の受け皿となる要綱の制定に向け検討するよう指示したところであります。 

  また、現在の国・県の補助制度では補助対象限度額や補助対象基準が設けられており、取

り組みが思うように進まないことが懸念されることから、国・県に対して補助対象限度額の

撤廃、補助対象基準の見直しなどの財政支援の強化と、地域の実情を踏まえた耐震診断結果



の公表時期の弾力化についての要望を引き続き行っていきたいと考えております。 

○副議長（飯田桂司君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 少しわかりました。 

  町長、やはり今言われたような制度的な中身で基準額であったり、限度額の問題であった

り、いろいろな支援策の問題ということ、本当に大事な問題であるというふうに思いますし、

同時に町長、先ほど言われたように、この観光業というのはやはり我が町のみならず、伊豆

半島の中では雇用と経済のエンジン役だというような位置づけからしますと、この今の状況

のままでは大変厳しいという状況があるわけでして、そうしますと、本当に町長、そういう

危機感を共有できるということであるならば、やはり本当に伊豆半島全体でこの問題に対し

てもっと政治に対するアプローチというものはあってしかるべきではないのかなと。この状

況のままでいって本当にもう後２年、３年どんどん日がたっていくという中で、このままで

我々のアプローチはいいのかなというやはり一つの私が疑問を感じます。 

  もう一つの問題は、私、この間、前回の質問のときにもトップの問題とか言ったんですが、

国というのはなかなか考えるもんだなと思って、今日、朝、朝日新聞かな、見たときに、国

は企業に対する投資減税についてどんどん今やりなさいと、景気活性化のためにやりなさい

と。しかし、赤字企業に対しては、なかなか投資しろっていったって赤字だから投資できな

いよという、こういう状況に対して、自民党政府内の中では、今度は投資減税について、固

定資産税分をそれに充当するんだというような議論まで出てきているわけですよね。当然、

その地方公共団体からすれば、固定資産税の減税対応、充当ということになれば、市町村財

政に対する圧迫が出てくるので、当然それに対して交付税で補塡措置するとかという、こう

いう議論は出てくるんです。 

  言いたいのは、企業の減税に対しては、ここまで至れり尽くせりで、その赤字企業に対し

ても投資減税をさせるために固定資産税にまで手をつけようというアイデアが出てくるんだ

ったら、何でこの旅館の耐震改修あたりでそういう問題というのが出てこないのかなと。や

はり我々のアプローチが足りない、まだ知恵が足りないという部分もあるんではないかなと

やはり思うんですよ。 

  確かに、赤字法人税等に対して赤字であれ、黒字であれ、固定資産税は当然経営のベース

として払っているものですから、それを財源に減税対象にするということについては、本当

に地方自治体にとってみれば、もろ刃の剣でね、厳しいもんですけれども、ただそれだって



そういう形で交付税を使っての財源補塡を考えるというところまでやるわけですよ。だった

ら、同じようなことを考えられないの。当然固定資産税というものについて払って、その財

源がそうであれば、例えば銀行の融資についてだって、ある程度固定資産税の中で一部がそ

ういうものに充てられるとなれば、当然融資をしても、その返済財源として対応ができる可

能性とかいろいろなものが出てくるじゃないですか。 

  だから、アプローチの仕方、我々もっと考えていかなければならない部分というのが、も

っともっとあってもいいんじゃないかなと。私、新聞見ていて思ったんですが、何で企業の

投資減税にはここまでいろいろな人たちが研究をしているのに、旅館の耐震化、本当に今ど

こでも苦しくていろいろマスコミでも老舗旅館がなくなるんじゃないかと、こういうことは

言われているんだけれども、それを救うためにどうしようかという議論というのか、話がや

はりなかなか出てこない。そういう意味ではもう少し我々考えるべきで、この建築物の耐震

改修の促進に関する法律の改正というのは、衆参ともに全会一致で、しかし附帯決議がつい

ているんですね、それぞれに。 

  やはり附帯決議の精査もするし、そういう国の政策目的での減税、考え方とのやはり研究、

すり合わせというような問題も含めて、やはりもう一歩踏み込んでいかないと、従来とは同

じ状況では今の危機に対して対応できないんじゃないかなというような、それを誰が考える

のかなというところも、うちの町だけでも考え得ないんだと思うんですよ。それは、県も含

めてこの地域全体が崖っぷちにある面いるわけですから、この状況を脱出するためにどう理

論を組み立てて対応していくのかということについては、やはり市町を超えて県のほうを含

めて、総合的に理論構築もして国の政治の側と対峙していかないと、ただお願いします、お

願いしますということだけではもう足りないんじゃなくて、もう全然足りてないんじゃない

かという考えを持っているんですが、いかがですか。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 税との相関性だけれども、やはりこの旅館というこの問題が、もう本

当に全国的な問題になればいいんでしょうけれども、本当にこれは一部の人間、一部の地域

という言い方はおかしいんですけれども、今回、耐震化に対する要望書、町長会議において

もう決議していただきました。そういう中で、決議する中でも温度差が全然あるんですよね。

やはり伊豆地区と西部・中部、もう全然違いますもので、これはあくまでも東部だけの問題

ですけれども、一応伊豆地域全体の中で町長会でも決議してもらいましたし、伊豆半島の首

長の中でも提案させていただいた中で、それを取り上げようかなんて言ってくれております



もので、今度は伊豆サミットのほうでも何かしらのアクションがあるんじゃないかと考えて

おります。 

  とりあえず、うちの県・国に対する第一要望として、この国の耐震化に対する助成も上げ

ておりますし、また自民党の政調会におきましても、これを第一要望として上げております

もので、何しろ、うちの町にとりましても、これは本当もう死活問題でございますから、こ

れは積極的に生き延びる方法でやっていきたいと思います。 

  やはりこれが全国的なものならば、投資減税とかそういうものがあると思うんですけれど

も、やはりここの一部となりますと、何かそういうことができないかなと思いますので、こ

れはもう本当に観光立町にとっては死活問題でございますもので、その辺とはまた手を取り

合いながら、この耐震化に対するよりよい向上、事業主に負担のかからないような方向で町

は対応していきたい、そう考えておりますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 確かに町長、県内でも町村が少なくなって、温度差があるというの

は事実だと思うんですよ。ただ少なくとも伊豆ということで考えれば、この問題がやはり地

域の浮沈に直結をしている問題ですから、もっとやはり真剣にまたがむしゃらにやっていっ

てもいいんじゃないのかなという感じはしますよね。だから、いろいろな形で要望はされて

いく、それもそうだと。もっとやはり旅館の人たちも下を向いてないで、この問題について

もっとやっていかないと。例えば、本当来年このままでいけば、４月に消費税導入なんてこ

とになったときに、さらにどうなるのというような、そういう状況になったら、さらに問題

ができなくなるというような状況も生まれかねないわけでして、やはりみんなで期待を持て

るためにどうしたらできるのか。これをやるためにはどこまで何が必要かということを真剣

に業界の方々ともやっていかないと、我々は地域を守ることができない、もしかして。確か

に体力の差があって全部を100％守れるかどうかはわからないけれども、しかし、今のまま

では本当に地域を守ることができないという事態がやはり訪れるかもしれません。公表の時

期を延ばすとか、いろいろな猶予の問題とかってあるのかもしれないけれども、正面からこ

の事態に立ち向かっていかなければいけないし、当然お客さん目線では当然のことでもあり

ますからね。その点での町長、さっきの観光振興計画と比べると、随分この部分は意気込み

がまだ弱いように、答弁を聞いている限りは思うんだけれども、ここは本当に、でもそんな



こと幾ら観光振興計画やっていたって、一方のほうではどんどん旅館がこういう状況で立ち

行かなくなりましたなんていうことになると、本当にもう足元から町が崩れ去りますので、

観光振興計画同様かそれ以上に、地域を守るという位置づけの中で取り組んで、いろいろな

やれることは、旅館の関係者も、やはり我々も全部やるというぐらいのことでないと。もっ

と大きな問題にしないとやはりいけないんだと思うんですよ。これだけね、ＴＰＰをさらに

含めて、地域産業が衰退していく中で、あっち行ったってこっち行ったって観光しかないと

いうふうに言われているの、その観光がダメージ受けるわけですから、本当に深刻な問題と

して取り扱っていただきたいなと思います。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 確かに答弁に意気込みがないと言われましたが、本当に先ほどの観光

振興計画と同じぐらいな意気込みで、基本的には町長会で決議してもらって、私が提案者に

なっております。私が提案者でなければ、これは町長会でも取り上げません。 

  そういう中で、ぜひともお願いしますという中で、今回９月４日の町長会で取り上げてい

ただきまして、近々私がまた県知事とか、また国のほうに要望に行くと思います。そのぐら

いの心意気でやっております。 

  何しろ本当に何回も言うように、このうち観光と耐震化でまた町が死活問題でぐだぐだに

なっても困りますもので、なるべくダメージの少ない方向でやっていかなければならない。

これはもう自分自身も肝に銘じておりますもので、これをもう旅館の所有者さんたちと話し

ても、これが大変もう大きな問題になってきていると言われますもので、これはもう町を挙

げてもう全面的に頑張って県・国のほうに行きたい、そういう心意気でございますので、御

理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 次に、第３問、看護師の育成確保についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ３問目に看護師の育成確保についてということで質問をさせていた

だきます。 

  町長、行政報告でありましたように、伊豆東部総合病院が新たな病院を建設されると。ま

た、近隣でも医療機関の増床等が相次いでいるという状況の中で、これは私は町として看護

師の育成等に取り組んでいくということが必要になってきているんじゃないかなというふう



に考えておりますが、３年ぐらい前にも質問はしておりますけれども、よろしくお願いしま

す。 

○副議長（飯田桂司君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、看護師の育成確保についての１点目、伊豆東部総

合病院を初め近隣で医療機関の増床などが決定しているが、町は看護師の育成などの取り組

まないのかについてですが、平成23年６月議会でもお答えしておりますが、自治体が公的

病院を経営する場合などは、看護師確保のため各種助成制度を設けることに一定の成果を上

げているという現状は認識しているところであります。 

  このような状況の中で、町といたしましては、育英奨学金条例を設けており、養成施設・

専修学校も貸与の対象となっているところでございますので、活用を願えればと考えており

ます。 

  また育成につきましては、保健予防係で順天堂大学の保健看護学部や、下田看護専門学校

の学生の研修受け入れを積極的に行っておりますので、御理解をお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、この間とその点は、結局やらないということなんですけれど

も、本当にいいのかなって、町長、一昨日もそういうやりとりをしていたと思うんですけれ

ども、例えば人口減少だとか、いろいろな問題の中に働く場所がないんだとか、こういうこ

とを言われているわけですよ。でも、働く場所ができてきている、この問題は。働く場所は

できているんですよ。できつつあるわけですね。増床するとかいろいろな形の中で。 

  だから、これはただ単に誰もがそこで働けないという問題があるので、こういう質問もし

ているんですが、しかし、東伊豆町に住みながら働く場所として、ある面、好不況に余り影

響がない形の中で働ける環境というのがあるんですよ。問題はそこのところへマッチングし

ていないんですよ。だから、大半がメディカルセンターにしたってそうだし、前浜にしたっ

て温泉街、いろいろなところを含めてね。どうしても、看護師を外から来ていただかなけれ

ばならないという。だけれども、地元に職場があって働ける枠があるわけですから、そうい

うところへぜひ地元の子供たちが働けるような環境をつくっていく、またそういうことがね。

やはりただ働く場所がないんだ、ないんだとかって言っているんじゃなくて、あるわけです



から、それを生かしていないというのが一つの問題だと私は思っているんですよ。 

  今増床計画の中では、大体30人ぐらい看護師が必要になるわけですけれども、ベースで

考えてみれば、町内、例えば伊東の市民病院あたり含めて考えてみたって看護師として働い

ている人の数というのは、300、400という数になっていくわけなんですよ。これは職場が

ないんじゃなくて、そこへちゃんと働けるようにしていかなければ働かないわけですから、

働けないわけでして、やはりちゃんと一つのそういう資源として、雇用の場としても、しっ

かり今から位置づけないとやはりいけないという問題が一つ。そういう問題としても、私は

位置づけていただきたいと思うんですよ。単なる医療機関の人手不足という問題じゃなくて、

当然その医療が自分たちに治療として関連してくるわけだし、働く場としては確実にそこに

できていくことは間違いないわけで。公立病院ということじゃないということはあるんだけ

れども、でも、それは町内に住んでどこの医療機関は働くかは別にしても、どこであれ、当

然好き嫌いとかいろいろなあれもあるんでしょう。だけれども、医療に従事した方、従事す

る方が増えるというような、やはりことというのは、今考え得る非常に重要な雇用政策の私

は一つでもあると思っています。 

  ２つ目に、東部総合さんの問題でもそうなんですけれども、やはり看護師不足というもの

は非常に深刻だし、あれなんですけれども、町長、こういうものはごらんになっていますか。

湘南ふれあい学園湘南医療大学（仮称）設置構想中ということで、これは東部総合病院のと

ころへ行きますと、寄附のお願いを張ってあるんですよ。このチラシ等資料の中でも、やは

りこれからの医療に対応するために、質の高い看護師、理学療法士、作業療法士などをやは

り育成していくんだということを、例えばこれは東部さん、お考えなわけですよね。これは

東部さんが新しい病院をつくったからといって、医療がすぐによくなるという話じゃないと

思うんですよ。やると行政の仕事というと新しいものをつくれば、それが一つ行政効果をあ

らわすんだけれども、病院という建物は建物をつくってそこにお医者さんがいて、また看護

師がいて、いわゆるコメディカル、放射線技師やいろいろなスタッフがいて医療を形成して

いくわけで、なおかつこれは１回つくっちゃったら安定しているかというと、そうじゃない

ですね。お医者さんも変動します。看護師さんも異動します。そうすると、湘南医療大学な

んかまでつくってこれからの病院を何とかしていこうというふれあいグループさん、いらっ

しゃるわけですよ。これはやはり町としても、そういう状況もあるのに、こういう問題につ

いて本当に無関心でいいのかなと。 

  町長の言い方で言えば、当然お金がもしかしたら厳しくて出せないかもしれない。地方財



政法上もいろいろなあれがあるかもしれない。だけれども、いろいろな形で応援をしていく

こととか、当然こういう大学をつくられるということであれば、そこにやはり下田高校や稲

取高校から推薦枠をいただいて、地元の子供たちがそういうところに行くルートをつくって、

また地元の子供たちが東部さんなりで働けるとか、そういう仕組みをやはり太くしていくと

いうことだって必要なことではないかと思うんですよ。東部さん、今まで町のスタンスとい

うのは土地の確保をお手伝いするということでしたけれども、これから本当にいい医療をし

ていただこうということであれば、こういう看護師の確保や何かという点でも、やはり応援

をしていかなければいけない。それは今言われている事業計画では、看護基準が15対１で

すよね。今やはり10対１が標準的な看護基準になってきている中で、まだまだ東部さんが

看護学校等を持っていても、まだまだ十分じゃない部分というのもあるわけですよ。 

  本当にこれをいい病院にしていくということは、そういう町ができる分野でサポートをし

てあげるということだって、やはりこれからの病院、または医療の充実という視点で見ると、

必要なことではないのかなということを私はやはり考える必要があると思う。 

  最後に、この看護師不足の問題は、今よりもさらに５年先、10年先が深刻になるという

ことですよ。最近言われているのは、第２次地域医療崩壊というのが、いわゆる団塊の世代

が75、後期高齢者になる時代にはもっとお医者さんが、看護師が東京に集中をして、地域

の医療がやはり崩壊する危険性があるということがずっと言われているわけですから、やは

り地域の医療を守るために、地域の医療機関に働ける人たちをできるだけ地域で育成をし確

保してあげるお手伝いを一緒にしていかないと、病院任せにしたら、あれっと思ったら病院

が、看護師がいないためにベッドを閉めたりとか、一般病棟から療養型病床になったりとか、

いろいろなことで医療の低下というものを我々こうむる危険性だって、やはりそこにあるわ

けで、こういうスパンでそれぞれの問題を考えていただいた上で、私、奨学金だけがいいの

か、支度金、いろいろな問題があると思うんですけれども。この間からもその話はしている

わけですけれども、しかし、本当に１つの雇用の大事な場所として位置づけて、今後もこれ

までどおり東部総合病院さんなり、運営していこう、また地域の医療も充実させようという

ことであれば、もっと真剣に取り組めるところがあるんじゃないかと思いますが。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） その支度金とかお金に関しましては、山田議員とはちょっと意見が異

なります。そういう推薦枠、これは私も考えること、この辺は山田議員と一致することだと

思います。 



  基本的には壇上でも言いましたけれども、とりあえず町にあります育英奨学金、これを使

った中でやってもらいたいし、また各病院には養成、一つの専修確保をする、お金を出して

くれるところもあります。そういう中で、本当看護師不足はこれからもますます深刻になっ

ていくのではないかと自分自身も考えておりますし、これから同様開設、いろいろな面でも

医者よりか、やはり看護師をいかに確保するかというのは最重要の課題だなと考えておりま

す。 

  そういう中で、東部総合病院さん、せっかくこの町にできましたもので、さらに下田の専

門学校もありますもんで、そこで推薦枠という言い方、これから理事長にはお願いするつも

りでおります。やはり今、山田議員からも23日ということを言われておりますし、できる

だけ地元の方にそういうところで働いてもらえば、町としても、雇用の拡大となりますし、

ある程度、そういう学校の中に推薦、あと東伊豆町出身の推薦枠、例えば下田北高、稲取高

校でもいいですけれども、その辺の推薦枠はお願いしていきたい、そういう考えでございま

す。 

  それで、今チラシを初めて見ました。また後でゆっくり、どういうんですか、またチラシ

ゆっくり見せてもらいたいと思います。基本的には自治体がお金を出すのは、ちょっと法的

にもどうかと考えておりますもので、何かしらそのところで応援することによって、一応町

がメリットを受ければ、それをやる価値もあるし、また今度できる学校、それ病院ですか、

後で見せてもらう。 

  そういう中で、そこでも東伊豆町の出身のことを優先的に受け入れてもらいたいと、これ

もまた理事長にはお願いしていきたい、そういう考えでおりますもので、よろしくお願いい

たしたいと思います。 

  以上でございます。 

○副議長（飯田桂司君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、湘南医療大学ということで、東戸塚のほうに大学を検討して

おるわけでして、この間も言ったんですけれども、今、看護学校、専門学校のレベルじゃな

くて、さらに国家資格を取った後、いろいろな高度な医療技術に対応するために、今４年生

の大学で看護師を育成するというようなのが、今一つの、ある面、流れでもあるんですね。

ですから、そういう点ではそういう形でも努力をされていくんだと思うので、しっかりサポ

ートしてください。 



  もう一つは、今言われた推薦枠の問題等あるんですけれども、一つ大事な問題がありまし

て、やはり看護師の資格を取ろうとか、そういう看護学校に行こうというところで一つ問題

が出てくるのは専攻なんですよ。いわゆる中学、高校時代に、例えば生物とか、そういうも

のをちゃんと専攻していないと、行ってから大変になっちゃうというようなことがあるわけ

ですよ。そうしますと、高校時代じゃなくて、やはりもっと中学時代から医療に対する認識、

また医療の大切さ、また看護というものの仕事に対する役割や魅力というようなことも、も

う少し前から触れていただくようなことをしませんと、高校のところへ行きまして、ある程

度の段階で、２年ぐらいで進路選択の段階になって、あ、じゃ推薦があるんだったらそっち

へ行こうなんて言っても、必須科目をちゃんと受講していませんと、やはりそれは対応でき

ないというのが実際の問題としてはあるわけでして、そういうことも含めて、事前の中学生

レベルからの医療とのかかわり、看護の大切さ、当然それは人を思いやる心とか気持ちとか、

いろいろなことにも具現化できると思うし、それはまたそこで研修を受けた子が人間として、

またお年寄りや体の弱い方々に対する対応というものも身につくんだと思うんですけれども、

その前のレベルからアプローチをしていきませんと、高校レベルのその段階ではもう門前払

いになっちゃうという面があって、これはだから本当に町としては総合的に考えないとなか

なかこの取り組みはできない。 

  だけれども、さっき言ったように、本当に働く場として、そうは言っても、まだ医療機関

が通える範囲に幾つもあるわけですから、いろいろな仕事の内容とか、それはそれぞれまた

あるんですけれども、雇用の場としてしっかり理解され認識されてくると、地域にとっても

やはりいいなと。地元の育った者たちがその医療機関で地元のおじいちゃん、おばあちゃん、

また面倒見て、こういう部分は必要だし、そういうことが地域にとってはすごく大事なんで

す。 

  残念ながら、１つ例を言いますと、ある病院にいた看護師が異動しました。また半年した

ら、今度はまたほかの病院に行きましたとかって、こういうことが今この町内、この賀茂圏

域の中ではあるんですよ。さっき言ったように病院のほうでも支度金や何かはそれぞれ確か

に出しています。だから、それが終わると半年ぐらいでもらう。だから、それはもうまた次

のところへ半年ぐらいしてもらうとか、いろいろなそういうことも今成り立つぐらい、ここ

はこの地域は看護師がそれだけ不足をしている地域なんです。その状況もこれはそういう、

だから起こり得る、起きていることなんですけれども、そういうやはり深刻な状況の中で、

地域医療、また地域を守っていくということの中でぜひ総合的にお考えいただきたいと思い



ます。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、賀茂地域の実情、山田議員から言われました。私もそこまでは知

りませんで、そんだけ少ない、大変だということ。さらに、たとえ推薦枠を設けてもらって

も、そのような資格条件があるとか、本当にすみません、勉強不足で知らなかったもので、

それはまた勉強した中で、教育委員会さんとの話をした中でよりよい方向で善処していきた

いと思うし、やはりやるなら理事長さんにお願いしてその推薦枠で入れてもらって、この地

域の雇用につなぐのが私一番かなと考えておりますもので、今後また教育委員会のほうと相

談しながら、資格条件とかそういう環境を整えていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 次に、第４問、港の朝市についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ４問目の港の朝市について伺いたいと思います。 

  町が設置している港の朝市の売り上げ実績と出店者数、さらに出店者の負担についてまず

お伺いしておきたいということと、２点目に、今後の位置づけや運営を見直すことについて

そういう考えがあるのか、基本的な点をまずお伺いします。 

○副議長（飯田桂司君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、港の朝市については２点からの質問となっており

ますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の町が設置している港の朝市の売り上げ実績等や出店者数と負担割合について

ですが、初めに、港の朝市の売り上げ実績は、平成22年度が8,942万円、23年度が7,163万

8,000円、24年度が8,128万4,000円で、出店者数は、平成22年度・23年度が23店舗、24年度

が24店舗となっております。また、出店者の負担につきましては、庁舎１階駐車場の年間

の電気使用料相当額として、平成22年度・23年度が60万円、24年度から80万円を徴収して

いるところであります。 

  次に、２点目の今後の位置づけや運営を見直すことなどの考えはないかについてですが、



平成22年度の一般会計予算特別委員会審査報告書において、港の朝市の運営について附帯

決議がなされました。これを受けて、運営委員会並びに出店者組合では苦情や問題点への改

善策の検討と規則や要綱の見直し等が図られ、さらに出店者の申請を一からやり直すなど、

新たなスタートを切ることになりました。 

  港の朝市については、以前に比べ品物に関するクレームが大幅に減っており、品質管理の

向上がなされておりますが、生産者の表示に関しては、徹底されていない面がありますので、

引き続き注意・喚起を促していきたいと思います。また、近隣市町の朝市や農産物直売所、

道の駅などの取り組み状況をしっかりと把握し、現状に甘んじることなく改革にもつなげて

いき、観光スポットとして、さらに地域活性化の核としての役割を担っていただくよう働き

かけてまいりたいと考えますので、御理解をお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） これはもう議会の附帯決議がつくとすごいんですね。私こんなこと

を言っていても、あれは山田の一人の意見でどうしようもねえっていうんで、聞いておけや

というんで流れちゃうんですけれども、やはり附帯決議がつくと行政はしっかりと動いてく

れるんだなという実感をしております。 

  町長、今言われた点で、問題は生産者表示等の問題がほかの施設と一番おくれている状況

がやはり僕は一番問題ではないかなというふうに思っていまして、ここは早くしないともう

周回おくれなんですよ、今、現状はね。このままだと２周おくれぐらいになっちゃいます。

実際生産している人がその場でメガネかけたいかつい顔で売っていたりとかいろいろあって、

それはそれでいい部分もあるんだけれども、やはりしっかりとやっていかないと公の建物で

やっているイベントとしてはね。 

  この間、やはり町長、僕気になったのは、町長、この間のやったときもそうなんですね。

この生産者表示等の問題についても、できるだけ注意・喚起を促していきたいなんていう、

後から読んでみると、これ町長、自分の、責任者として、この町の責任者として、町が貸し

ている施設の中のことに注意・喚起を促したいというんじゃ、何か町長のほうが完全に腰が

引けちゃってんじゃねえかと。家主ですよ。家主がやはり法律、またそのほかの状況からし

ておくれている問題って、これ是正しなさいって、是正・勧告ぐらいを出してもいいんじゃ

ないのかなと思うんだけれども、町長が注意・喚起を促しますぐらいじゃ全然これはいつま

でたったって、そういう問題は僕は改善しないんじゃないかなと。また附帯決議をつけない



とだめですか、ということになりますよ。これが一つの大きい、僕、問題と。 

  もう一つは町長、負担の問題なんですけれども、本当に60万、80万でいいのかなという

問題。電気代相当と言うけれども、いろいろな建物を建ててきたという点で見ると、いかに

も負担が軽微過ぎないかなと。単純に比較できないけれども、南伊豆の湯の花売店や河津の

観光交流館、また農協がやっている朝市、湯の花は20％ですよね。ほかのところは大体今、

農協でも10％、確かにそれは、販売はちゃんとレジをお願いするとか、いろいろな形で雇

用している関係があるんだけれども、そうでなくても、やはり売り上げの２％や３％ぐらい

はもらっていかないと、建物を建てたいろいろな経過と、またこれからに対応する上でも問

題があるんじゃないかな。南なんかの場合だと、実際僕らでもニセコでは見てきましたけれ

ども、バーコードで売り上げをあれしてこうすぐに売り切れましたなんていう連絡までくれ

るようなシステムを入れているわけなので、そういうことを含めて、負担金の問題というの

は、もう一つ考えられていく必要があるし、ここである程度の負担金が入るならば、逆に足

りない商工予算のほうにそれをつけかえてやったっていいわけですよ、逆に財源的に言えば。

それはやはりある面、町の軒先を借りて商売をして非常に恩恵を受けている人たちと、逆に

恩恵を受けられない人たちもいるわけですから、一定の負担金を負担していただく中で当然

そういう部分を、商業振興のほうの別な形で充てることだってできるわけでして、適正化と

いうものが考えられてしかるべきだなと私は思う。 

  ちょっともう一つの位置づけという中で、私は１つ思っているのは、南伊豆は湯の花売店

なんかが機能している１つの中に、耕作放棄地を逆に利用してどんどん作物をつくって売れ

ているという、この流れが起きているわけですよね。それは、耕作放棄地を新たな新規就農

者が来てあらわれて、そこですぐに農家としての経営を始めていただければ、これは全く理

想なんですけれども、これもなかなか厳しいという中でやはり南伊豆であれ、河津の観光交

流館もそうなんですけれども、極端に言うと、農協とかという枠がないから、そこへ持って

いくことで野菜をつくったらそこへ持っていって売れる、こういう流れを一つやはりつくっ

ているわけですよ。 

  今のうちの町だと、農協さんが各稲取、熱川なり、南城東なりでやっている部分、また朝

市の中でもやっております。一応、農協組合員ということですよね、基本が農協組合員とい

う枠の中。やはりその辺が僕は今の耕作放棄地問題というのはつくるということが大事なん

だけれども、なぜつくるのかといったときに、それをつくったものが販売できる、またお金

にかえられるという、こういう流れもないと必ずしも100％、農家経営者となってミカンを



つくるだとかイチゴをつくるとか、花をやるとかというふうになる人ばかりじゃないわけで

して、そうすると、やはりいろいろな形態を持たないと耕作放棄地のアプローチというのが

できないんじゃないかな。この点で少しそういうものも加味した中で、総合的に朝市という

のがどの程度活用できるのかなというような検討もしていただくと、そういう問題にも、こ

れはつくったときはそういうことはなかったので、そういう問題はまだまだ大きな問題はな

かったんですけれども、昨日来、一昨日の議論も含めて、耕作放棄地というのは非常に広大

に存在をしていて、それをやはり解消していく、また活用、一部でもやはりしていただくた

めには、これが100％いいとは言いません。ただ何らかまた別の形がいいのか。でも、やは

りつくったものを売れる、この流れがないと耕作放棄地に対する町民の目というのもなかな

か向かっていかない。その点が南伊豆や河津では非常にいい流れができているのかなという

ふうに思いますので、この辺もやはり今後の運営の中で御検討していただきたいなと思いま

す。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この生産表示、注意・喚起、家主で生ぬるい、そういうことを言われ

ました。また、今回の壇上の際でもそういうことを言っておりますので、これは強く、でき

るところはやる、やりなさいということは言っていきます。それでも、できないところもあ

ると思います。やれるところはもうやりなさいということは言わせていただきたいと思いま

す。 

  その後、負担の割合、これ電気代だけでいけばこうなってくるんですよね。ほとんど60、

80、しかし今言ったように、それ以外のことを計算した中でどれだけのそういう状況にな

ってくるか。これはちょっと検討させてもらった中で、また再度そのときはまた運営委員会

の方たちとお話をさせていただきたいと思います。 

  さらに、今、耕作放棄地の作物、ここでやったらと提案されました。これは１つの検討を

させていただきたいと思います。確かに、山田議員が言うように、耕作放棄地の作物をいか

に販売するか、やった人はそれが１つのあれだと考えられますもので、提案されましたもの

で、１つの場所としてここがいいのか、またさらに違う場所でそういうところがあればいい

のか、またこれはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 以上で14番、山田さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、55分まで休憩します。 



 

休憩 午前１０時３８分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○副議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 須 佐   衛 君 

○副議長（飯田桂司君） 次に、１番、須佐さんの第１問、産業振興についてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） こんにちは。よろしくお願いします。 

  今日３問通告しております。一問一答にて御答弁をお願いします。あ、５問ですね。いき

なり久しぶりでちょっと緊張していまして申しわけございません。５問通告しておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  まず、１点目としまして、産業振興についてということで、町内の特産品について企業と

の連携や大学・研究機関との連携事例を伺う。 

  次に、内閣府も推奨するかりゆしウエアを町内で製作販売し、クールビズ期間中の職員の

服装に取り入れることができないか。 

  次、町内の事業所の宣伝目的で広告入りの公用封筒の取り扱いができないか。 

  以上について伺います。 

○副議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第１問、産業振興については３点からの質問になっていま

すので、順次お答えいたします。 

  １点目、町内特産品について、企業との連携や大学・研究機関との連携事例を伺うについ

てですが、御質問の町内特産品について、企業や大学等と連携事例については伺っておりま



せん。 

  ２点目の内閣府の推奨するかりゆしウエアを町内で製作・販売し、クールビズ期間の職員

の服装に取り入れることができないかについてですが、沖縄県が産業振興策として官民一体

となって全国に広め、沖縄県工業連合会の商標登録となっているかりゆしウエアそのものが

当町とは何の接点もなく、また町内で製作・販売する理由が見当たらないことから、現時点

では取り入れる考えはありませんので、御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目の町内の事業者の宣伝目的で広告入り公用封筒の取り扱いができないかを伺

うについてですが、平成23年６月定例会で須佐議員の一般質問に答弁いたしましたが、平

成19年度に広報「ひがしいず」及び町のホームページ、封筒への広告記載、さらには消防

署訓練棟側面の広告宣伝を募ることを財源確保のために検討し募集した経過がありますが、

残念ながら掲載希望者がありませんでした。 

  今後も引き続き、調査、検討を加えてまいりたいと考えております。 

○副議長（飯田桂司君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 特産品ということで質問させていただいたわけなんですけれども、前

回、商標のことでも質問させていただきましたけれども、特産ということではキンメダイで

あるとか、ニューサマーオレンジであるとか、そういったものがあと柑橘とかイチゴとか、

そういったものがこういうところに含まれてくると思うんですけれども、昨日も内山議員さ

んからも質問がありましたけれども、商標登録されているからが、これからが勝負だという

ようなことがあったと思います。 

  特に、特産品ということでキンメダイに関して、ちょっと今日お聞きしたいと思うんです

けれども、最近、キンメダイが非常で不漁であるというようなニュースが出てきております。

皆さんも新聞等でごらんいただいたと思いますけれども、８月23日、「キンメダイ、続く

キンメダイが不漁」ということで、こういう形で地元紙に出ております。昨年は2,217トン

ということで、落ち込みが続いているということなんですけれども、私ちょっとその辺のと

ころを調べてみました。キンメダイがどれぐらいどうなっているのかということで、ちょっ

と調べたんですけれども、インターネットからとった資料で恐縮ですけれども、これは県の

水産技術研究所というところで発表しているものなんですけれども、静岡県のキンメダイと

いうのが1984年にピークだったということです。どれぐらいだったかといいますと、約

8,000トン、水揚げがあったということなんですよね。その後、ずっと落ち込みが続いてお



りまして、最近では2,000トンをちょっと上回るぐらいで推移していると。そして、先ほど

も新聞の報道でもありましたように、昨年は2,200トンということで４分の１の水揚げに減

ってきているということがあるわけです。県内だけじゃなくて、その全体的な水揚げという

ことで見てみましても、やはり一番多かった80年代から90年代というのは１万トンを超え

ていて、そのうち静岡県は約８割ぐらいを占めていた。なおかつ、そのうち９割をこの東海

岸が占めているというようなデータであったと思います。 

  ところが、このデータをこう見てみますと、年々、水色のところが静岡県なんですけれど

も、どんどんこう減ってきていまして、逆に千葉県のところが上がってきたり、あるいは東

京都がこうやって増えてきているといったような状況があることなんですね。私、資源とい

うことをやはり考えたときに、今非常にとり過ぎというのが問題になってきているんじゃな

いかというふうに思うんですよね。 

  もちろん、黒潮の蛇行ですとか漁場が変化しているということもあるんでしょうけれども、

やはりこの町もキンメダイで非常に活気づいた80年代とか、そのぐらいのころに比べると、

どんどん減ってきているということは、それだけやはりとってきているということがあると

思うんです。そんな中で、やはり商標登録をしたということで、もちろんそれはとって販売

するということも大切なんですが、それらを研究していくということもひとつ大切なことな

んじゃないかなというふうに思うんです。その個体の調査ですよね。日本全国いろいろな問

題がありました。例えば、黒マグロですとか、あるいはウナギが不漁になったりとかという

のも、それも全部とり過ぎが原因であるというようなことがあるということで、我々その東

伊豆町民としては、そういった個体の保護、また増やしていく、育てる漁業というものにも

目を向けていかなければならないんじゃないか、そういう責任を負っていると思うんですよ

ね。 

  そういった意味で、企業とその一緒にこういうものを研究したりとか、あるいは大学の水

産部と連携したりとか、そういったようなことをすることによって、長く、また安価にキン

メダイを販売することができるような、資源量を確保するような方向というものを模索して

いく必要があるんじゃないかというようなことを思うんです。 

  そういうことによって、だんだん企業や大学、そういったものがこの町に入ってきて、何

といいましょうか、町が活気づくといいますか、将来に向けて、この町に人が増えてくると

かというようなことで、いきなり企業だ、大学だとかいってもなかなか難しいもので、やは

り町のほうから呼びかけて、そういうような姿勢をつくっていくことはどうなんだろうか、



そんなようなことをちょっと思いました。 

  それから、かりゆしウエアについてなんですけれども、ちょっと今日、私、このかりゆし

ウエアを持ってきまして、これ着て質問しようかと思ったら、それやめろと言われまして、

やめますけれども。これは今言われたように、沖縄県産のシャツですよね。アロハシャツと

は違いまして、また沖縄のデザイン、これはよく見ますとバナナの花をかたどって、うらど

ってある、こういうシャツ、これは私も仕事着として着たりということでやっているわけな

んです。 

  実際に、このかりゆしウエアって、かりゆしというのは沖縄の言葉でめでたいとかという

言葉があるそうなんですよね。沖縄県の４月から11月までこのかりゆしウエアを着用して

いる。国も沖縄支援ということで、このかりゆしウエアをいうものを全国的にどうだろうか

と、クールビズに採用してはどうかということがあります。 

  ただ先ほどもあったかと思いますが、これは、かりゆしウエア自体が商標登録になってい

るんですね。ですので、気軽にこれを東伊豆町でつくってかりゆしとかということになると、

ちょっとそれはまずいということになってくるわけなんです。このかりゆしウエアの認定に

当たっては、沖縄県内で縫製されたものであると、そして沖縄の観光をＰＲする柄である、

そういうようなことがあると思うんですね。これがまず１点、そのかりゆしウエアのことに

関して、今あれなんですけれども…… 

  魚河岸シャツというのを皆さん御存じ、聞いたことがあるんじゃないかと思うんです。こ

れ静岡県の焼津市で毎年職員の方が魚河岸シャツを着まして、クールビズとして職員も、ユ

ニホームというんですか、制服としてやっている。実は、これはある新聞の一面に出ました

８月８日ですけれども、今年の新聞の一面に出ましたこのかりゆしウエア、これは焼津市の

職員の方が着ているシャツなんです。これはもう全国紙ですから、この一面トップに出たと

いうことは全国にこの情報が伝達されているということになるんですよね。これ私、非常に

大きな宣伝効果があるんじゃないかなというふうに思いました。 

  詳しく、その取材をさせてもらいましたところ、もともと魚河岸シャツというのは地域柄、

それは地域においてそういう漁港などで着ることが多い、多かったらしいんですけれども、

魚河岸シャツの協同組合というものがありまして、それが協同組合が法人化しまして広めて

いったということで、20年から30年ぐらい前にそれは商品化していたと。そして、地域の

盛り上がりとともに、青年会議所がＰＲしたところ、８年ぐらい前から職員が自費で購入し

て、それがＰＲにもなっていると。今年は関西のほうからテレビ局が来まして、そういう取



材も受けたということがあります。 

  こういったような御当地シャツと言われるようなものが、静岡県にも、ほかにも島田市で

すとか清水ですとか、というところにもあるといったようなことがあります。私、この何と

いいますか、これをどうするかということで言いますと、この当町においても、やはり観光

の町でありますし、地元のものを例えばキンメダイとか、そのニューサマーとか、そういっ

たものをシャツにデザインをして、そしてそれをみんなで着ることによって、地域が盛り上

がってくるんじゃないかなというようなことを思ったわけです。 

  しかも、そういったデザインとか、それから縫製に当たっては、町内で今活気がだんだん

なくなってきておりますけれども、町内の商店街で商工会が盛り上げてやっていただくとい

うようなことをやっていただく、それがやはり町のほうで音頭をとってもらったらどうなん

だろうかというふうに思います。 

  当町の出身者の中学生、伊東高校の城ヶ崎分校に通っている子なんか、すごくデザインが

得意な子がいて、そのポスターの原画展とかで入賞したりしている子がいます。そういった

ようなものを公募して、若い子からお年寄りの方までそういうデザインを公募して、そうい

ったものを取り入れていく、そういったことで町が活気づくんじゃないかということを思っ

ております。 

  次に、広告入り公用封筒の件ですけれども、これも私も、今、町長言われましたように、

23年にしょっぱな質問させていただきまして、これは封筒をつくる際に、町から費用をか

けなくてもいいということなんですよね。ＰＲしてくれる企業がお金を払ってくれるという

ことなんです。なかなかその呼びかけでも応じてこないということなんでしょうけれども、

やはりこれも商工会が中心となって、会社を含め銀行もあれば、鉄道会社、ガス会社、そし

て旅館、小さいところでは商店なんかも頑張ってやっております。そういったところを少し

応援するような部分も含めて、そういうことができれば、町内に宣伝効果、大規模店舗に今

押されている部分もあります。そういったところをうまく、この公用封筒に取り入れること

によって宣伝効果を図るということ、これはどうなのかということで改めて質問させていた

だきたいのと、大体その町で１年間にどれぐらい封筒っていうのを消費しているのか、ちょ

っと突然質問してあれなんですが、もしわかれば、またそのコスト、封筒にかかるコストと

いうのはどれぐらいあるんだろうか、突然の質問であれですけれども、わかりましたらお願

いしたいと思います。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 



○町長（太田長八君） まず産業振興のキンメダイの関係でございます。 

  これは本当、須佐議員が言われる前にもう育てる漁業ということはもう町はやっておりま

す。それは漁協と連携しながら育てる漁業ということはもうやってございますので、御理解

願いたいと思います。 

  そういう中で、キンメが1,900、ちょっとキープしてもう４年になっています。現在では

４分の１ぐらいになっている。これはそのとおりであろうかと思います。そういう中で、大

学また企業との連携というような、これは町だけではできませんもんで、当然漁協さんとの

協力を得てやらなければならないことでございます。これは１つの提案として、須佐議員か

ら言われましたもので、育てる漁業が復活されないような中で、そういうことを漁協の中で

こういう提案されましたものでいかがですかということは言います。これは町独自ではでき

ませんので、やはり漁協を巻き込んだ中でやらなければできませんもので、これでやります

とか言えません。それで、これはちょっと検討させていただきたいという考えでございます。 

  次に、２点目のかりゆしウエア、これは本当は須佐議員の気持ちもわかりますけれども、

基本的には町内で製作することもできることもありません。それ壇上でも言いました。そう

いう中で、やはり焼津でも何かしの措置があった中で今やっているのが現状でございます。

今話を聞いた中で、焼津。そういうやつがあって、産地に合ったやつが進んでいる。 

  今うちの町は全然そういうこともありませんし、それが果たしてこの町の特産としても今

言われたように、いろいろありますよね。ニューサマーとか、イチゴ、キンメ、イカとかサ

ザエとか、何が果たしてこの町にいいのかと、これも検討しなければなりません。一概にま

たこれをやるということはできませんが、町はそういうことを考えておりませんし、基本的

にはちょっとイメージ的に今県がやっております。やはり首長の中では大変評判悪いです、

はっきり言って。あんなものを１万2,000円もあって、後ろ足はくちゃれの話でやはり確か

に県はそうやっておりますけれども、あのウエアは果たしていかがなものかと、首長同士の

中で、まずは９割方ちょっと評判が悪いのが現状でございます。そういう中で、うちの町が

どれがいいかということは、ちょっとまだ検討しなければならないし、とりあえず、今のと

ころはこういう町内独自のことは考えておらないことは御理解願いたいと思います。 

  次に、事業所の広告入り公用封筒、これは前言ったように、町が果たして全然何もしない

で町の企業の宣伝する、これは本当はいかがなものかと思います、私自身はそういうような。

そういう意味で、何回も言ったように、一応そう紙面は貸すけれども、自分の自助努力の中

で企業として掲載してほしいということをお願いしたときに、これはだめだと言われたんで



すよね。何もないということは言われたんです。そういう中で、今度は町が一切費用を持っ

てやるとなると、これはいかがなものかと考えておりますもので、これは壇上で言ったよう

に、引き続きそういう企業があったならば、町はそういう紙面とかそういうものをお貸しし

ますものでやって、費用を負担してやってもらった中で検討することは可能ではないかと考

えております。 

  あとは事務的なことは会計課長より答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） 会計課長。 

○会計管理者兼会計課長（鈴木 孝君） 公用封筒の使用実績ということでございますが、

22年から24年の過去３カ年にかけての実績ということで平均を申し上げます。 

  角型２号というのはＡ４版が入る大きさですけれども、これにつきましては１万3,000枚、

費用でいきますと12万5,000円です。それで長型３号、これが小封筒、普通の小さいやつで

すね、これが３カ年の平均が４万枚、費用でいきますと14万9,000円、合計いたしますと５

万3,000枚、27万4,000円でございます。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今御答弁ありがとうございます。 

  平均ということは１年間でということでよろしいんですか。３カ年でということなのか、

後ほどあれしてください。 

  それで今、町長のほうの御答弁で育てる漁業をやっているというふうにおっしゃっていて、

実際に具体的にどういうことをやっているのか。先ほど調査、研究はという話は、そのとき

にはやっていないということでしたが、どういうようなことをやっているのかお伺いしたい。

やはり商標登録をこの稲取キンメをとったということは、その辺の責任もやはり負っていか

なければいけないということは、町としてね、やはりあるということは要するにお聞きして

います。 

  それとあとデザインの件なんですけれども、やはりこれ町がつくるというようなイメージ

じゃなくて、やはりみんなでつくり上げるというんですね。町民がみんなでつくり上げてい

く１着ということで、職員だけじゃなくて町民みんなが１着欲しいなと思えるようなものを

製作していかなければいけないということだと思うんですよ。やはりこの町の中で、工場が

ないとかという問題あると思うんですけれども、そういったものも少しずつやって、逆に工



場とかそういう事業所が増えていけば、この町の活性化にもつながってくるんじゃないかと

いうことを私は思っていまして、ひいては６次産業あるいは地産地消につながってくるんで

はないかということになるんですよね。 

  また、公用封筒の件でその費用が町が負担するのかということ、これはもちろん町が負担

するんじゃなくて、企業や事業所が負担してもらうわけなんですけれども、やはり地元の事

業所さんには少し値引きするとか、そういったような措置はどうなのかというようなことで、

積極的に営業をしていかないと、なかなかその要りますかと言って手を挙げるところもなか

なかないと思うんですよね。今話を聞きましたらば、またよくお聞きしますけれども、そん

なに額としては大した額じゃないかもしれません、この町の予算規模としては。ただそうい

うコスト意識ですとか、そういったものを考えたときに、まず第一歩として大切なことなん

じゃないかというふうに思うんですよね。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 育てる漁業に関しましては、実例としては担当課長より説明いたさせ

ます。 

  次に、２点目のかりゆしウエア、先ほど須佐議員が言ったデザイナーですか、これは別に

ほかの面でも活用できると思います。そういう面でいろいろな面で人材活用は重要だと考え

ておりますもので、そういう中でまたそういう人の能力は生かしていきたいと考える。基本

的には先ほど、果たしてこのかりゆしウエアだけの製作だけで会社を立ち上げていく、これ

は持ちませんよ、はっきり言って。私はそんな考えでおります。ほかのことをやった中でや

れば、当然事業者もこういうことがよければ当然自分でやるということを言ってくるのが、

これが本当の企業だと思う。町がこういうことを企業がやったらどうかというか、ほかのほ

うからもこういうことをやりたいと提案してこなければ、私はおかしいなと考えております。 

  そういう中で、町民のほうから一言もそういうあれもありません、私がやっているのは、

基本的にオープン町長室で１カ月は必ずやっておりますけれども、こういう提案は一切もう

ありません。これはあくまでも須佐議員が提案された中ですね。このウエアに関しましては、

町は考えておりませんということだけは言っていきたいと思います。 

  次に、事業者の広告入り、これは本当、壇上で23年６月に１件も来ませんでした。１件

でも来れば、それは多少数字は、値段の交渉とかしてもいいと思いますけれども、もう一切

そういうことが来ないときは、この町の規模、またそれだけ、やるだけのメリットがあるか、

一応企業がいろいろ考えた中で、これは積極的にこの期間、投げかけました。基本的には横



浜で財源確保という中で、これをやっても、職員には横浜まで見に行かせたし、町としても、

これはいいことだからやりたいなというような中でやったけれども、企業が１社も集まらな

かった実情でございますもので、その辺は理解お願いしたいと思います。 

  あとは事務的なことでございますもので、担当から説明いたさせます。 

○副議長（飯田桂司君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいま育てる漁業ということの御質問でしたので、お答

えいたします。 

  今、伊豆漁協の稲取支所のほうで自主事業としてアワビの稚貝の放流、それからマダイの

稚魚の放流を行っておりまして、それらについて、町のほうでは水産振興費の補助金として

充てております。それから、あと数年前になりますけれども、離岸堤の沖に漁礁の整備をし

ております。また、キンメの関係でございますが、一応キンメは深海魚ということで育てる

ことはちょっとできないんですけれども、キンメの漁の手助けとしまして、漁協さんがキン

メの敵、いわゆるバラムツですとかサメの退治、そういうものを行うときに、また同じく水

産振興の補助金として助成をしております。 

  また、漁協自体におきましても、育てるという意味合いから一定の大きさ以下のものは釣

らないというような決まりをつくって漁業をしておるという状況でございます。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 会計課長。 

○会計管理者兼会計課長（鈴木 孝君） 先ほどの公用封筒の使用実績の関係でございますが、

１年間の使用実績でございます。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 次に、第２問、東伊豆町観光振興計画についてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 東伊豆町観光振興計画について、観光振興計画の趣旨や観光立町とし

ての課題、展望を伺うということでよろしくお願いします。 

○副議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第２問、東伊豆町観光振興計画についての観光振興計画の



趣旨や観光立町としての課題、展望を伺うについてお答えいたします。 

  既に山田議員にもお答えしたよう、東伊豆町観光振興計画は町のこれからの観光振興のあ

り方について総合的かつ計画的に示すことを目的としております。 

  第５次総合計画で示されたとおり、観光産業は当町の基幹産業であり、観光振興によって

雇用問題、人口減少、少子高齢化といった地域の抱える重要課題の解決につながる力になる

ものと考えます。 

  したがいまして、観光振興計画とは単なる観光産業のみの発展のための計画ではなく、東

伊豆町全体の活性化計画であるとの認識を持っておりますので、御理解をお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  せんだって、日曜日の早朝ですね、大変うれしいニュースが飛び込んできました。オリン

ピック誘致ということで、東京オリンピックが７年後開催されるということになるわけです。

その中でも、プレゼンの中でも言われていましたように、やはりおもてなしですか、これあ

りましたよね。このことっていうのは、本当に日本人として、そしてこの地域としてもとて

も大切なことだというふうに思うんですね。 

  そんな中において、この観光振興計画の中でおもてなしに関して、ページを押さえて細か

く書いてあるわけです。そのことに関して、私は本当にとてもいいことだなというふうに思

っております。ただおもてなしの中身というのを１つ１つこう見ていくと、これから先のこ

の町の観光を考えたときに、どういうおもてなしが一番ふさわしいのかということを考えざ

るを得ないというふうに思うんです。先ほど町長も、この冒頭の観光振興計画の初めのとこ

ろで、東伊豆町や観光産業従事者のみならず、町民全体で観光振興における課題や問題点を

共有しようということがあって、まさしく私もそのとおりだというふうに思うわけなんです。 

  ただ、今あちらにデータのところ小さくて恐縮なんですけれども、これはある基幹都市の

データです。データをこう読み込んできてあるわけなんです。ちょっと細かいのでカメラも

なかなか届かないかと思うんですけれども、この来訪者調査ということで、この東伊豆町に

来ていただいた方の調査、アンケート調査というものが出てきているんです。 

  それを見ていきますと、満足度というところを見ていきますと、この下のところなんです

けれども、満足度というところを見ていきますと、ちょっとわかりづらいですね。宿泊施設

の食事やおもてなしは、非常に高い評価を得ているということが１つにあります。また、そ



の宿泊先の露天風呂だとか外湯などの温泉場の魅力というものも結構10ポイント中７ポイ

ント以上あると。宿泊施設の食事といったようなところもおもてなし、非常に８点に近い高

いところにある。それが一方で、例えば、町内の飲食店の種類の数は4.93ポイントとかな

り低いです。そして、道の駅などの休憩施設がどうかというと５ポイント台、その観光、体

験施設などの内容というものも５ポイント台、そして土産物の数、これも５ポイント台です

ね。温泉以外に楽しめるものというものも、この５ポイントでも5.25ポイントということ

で低いです。魅力あるポイントというところがかなり低くて５点台ぎりぎりといったような

状態があるということはあります。自然景観や名所、これが６ポイント、6.14ポイント、

道路の渋滞、同表ですね。そういうような道路の渋滞、混雑、これが5.98ポイントという

ことで、いわゆる低くなっているというような結果が出てきているようです。 

  それを受けまして、この改善点ということで、この資料でいいますと67ページのほうな

んですけれども、これを見ますとやはり道路の渋滞とか混雑の解消、町内を散策できるよう

な環境づくり、道の駅などの休憩施設がほしい、温泉場の雰囲気づくりといったようなこと

が上がってきているようです。これは1,000人を対象にしているということで、かなり何と

いうんですか、確かなアンケート結果ではないかというふうに思うんです。 

  これを受けまして、やはり泊まったホテルとか旅館ではすばらしいサービスを受けている

んだと。ところが、そこを一歩出ますと、旅行客としてこう行った場合に平均点以下といい

ますか、そういったような状況になった。つまりどういうことかといいますと、観光客の皆

さんというのは、家を出たときから全て旅行になっているというふうになるわけですよ。と

いうことは、町内の観光に従事しない人に、例えば道を聞いたりとか、ここはどこですかと

言ったときのその案内とか、そういったことというものも非常に重要なんじゃないかと。そ

れをおもてなしということで、これから考えていくというのであれば、その観光に従事しな

い人の皆さんも一緒になって、これ考えていかなければいけない。それはどうしたらいいか

ということを考えたときに、やはり一般の町民の皆さんを実際に自分が癒されていないとな

かなか人に対していいサービスができないんじゃないかというふうに私は思うんですよ。何

かこう上からおもてなし、おもてなしと言われてやるのと、やはり心から本当にフレンドリ

ーに接するのとは違うということなんですよね。 

  ですから、１人１人の町民が癒されているかどうかということが、これからの大切な部分

になってくるんじゃないかというふうに思うわけなんです。その辺のところに関してお考え

をお聞きしたい。あと、あれですね、その調査の結果なども受けてですね。 



○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず2020年、本当、東京オリンピック、大変うれしく思います。 

  そういう中で、女性のアナウンサーがおもてなしの心、これを言っておりました。それは、

たしか、それが１つのポイントになったということは何か聞いております。 

  私、基本的には須佐議員が言ったように、この町に来たとき、町民の皆さんがやるという

のが一番だと思います。私、その原点は挨拶だと思っております。基本的に挨拶をやること

によって、町の雰囲気も全然変わります。そういうことで私、大変うれしいのは子供たち、

小中幼、大変挨拶運動を一生懸命やっております。これは必ずや町を変えます。知らない人

に対しては、子供たちはおはようとかいろいろお挨拶をしていると聞いてくれますし、まず

原点は私は挨拶ではないかと考えております。挨拶ができない人はなかなかいかがなものか、

これはそのとおりと私考えておりますもので、まず挨拶の町という言い方はおかしい、原点

は挨拶でございますもので、再三再四挨拶運動ということはこれからもやっていきたいと思

います。 

  そういう中で、本当この観光振興計画も町民全部でやることでございます。たしか山田議

員の言ったように、もうできてから、この９月に、この半年間の間にどれだけ認知している

か、これが本当に町としては反省いたしますもので、これは早急に認知度を町民に知らしめ

ていきたいと、そういう考えでございます。 

  そういう中で、この調査結果を見てみますと、まず一番上位はもうこれハードの道路関係

ですよね、基本的にはね。道路渋滞、混雑の解消、または道の駅などの休憩施設の話、まず

は私は道の駅はほしいと思いますけれども、用地がないんですよね。この用地さえあれば、

私はもう道の駅はもう全国的な流れで必ずやここに皆さんが、観光客が集まってきますもの

で、できればやりたいんですが、その用地がないというのが一番の私はこの町の大変なこと。

そうすれば、地産地消とかいろいろなことをこの道の駅でできます。だから、まずこれはつ

くっていきたい。だけれども、一・二点はハード的な面、これはなかなか厳しいかなと考え

ております。 

  そういう中で、赤丸の町中散策できる環境づくり、温泉地の雰囲気づくり、この辺は当然

我々も町自体でできることですから、この辺は改善すべき、これはこういう方法で町は改善

していきたいと考えております。 

  この結果を見るとなるほどなということは、自分自身は納得できるし、山田議員に言った

ように、私、この会議はもう全会欠席なしでもう参加させていただきました。大変勉強にな



りましたし、何回も言うように、この委員会の方からも観光の計画はいっぱいあるけれども、

全て机上の計画だと、実践していかないのが一番の問題だという中で、この計画ができたか

らには実践をするのがまず大前提であるということを言われておりますもので、これは町民

挙げてこの観光振興の中でまちづくりをやっていきたい、そういう考えでございますので、

御理解を願いたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  挨拶ということに関しては、よくそれはもう本当に基本中の基本で、やはり自分から挨拶

しなければだめなんだと思うんですよ。こう何かいつも地域にいても感じるのは、なかなか

自分から挨拶をすることができない自分がいるというような、そんなことがあるもんですか

ら、それは心がけていきたいなというふうに思うのでありますが、今その調査のこと、来訪

者調査の再訪意向、また再び訪れるかどうかというものの意向を尋ねてきているんです。そ

れについてちょっと触れてみたいんですが、そうしたところ、この町がやっている調査だか

ら、多少のリップサービスもあるのかもしれないんですが、この東伊豆町というのは断トツ

で多いわけなんです。そして、なおかつその中でも稲取、熱川といった温泉場が上位を占め

ているということが言えます。これその上には草津とか箱根なんかもあるんですが、それで

も十分健闘しているんじゃないかということが言えます。 

  そう考えたときに、私も前回の議会でも質問させていただきましたが、またちょっと商標

登録かとかと言われるかもしれないんですが、この温泉場としての商標登録というものも今

後考えていったほうが、私はブランド化ということではいいんじゃないかなというふうに思

っております。東伊豆温泉郷、東伊豆町温泉郷ですか、そういったような形のものを盛り上

げていくには、ひとつこともあると思いますし、またここで先ほどこうお話が出ました下の

ほうですね。最後のところの今、見せましたこの折れ線グラフのところですけれども、とに

かくのんびりできて温泉地の基本を楽しめる、いろいろ遊べる場所というものが東伊豆町に

期待しているところなんだと。またそれ以外でもいろいろありまして、バリアフリーですと

か、この町は変わらないほうがいいとか、伊豆半島に都会を求めない、もっと田舎であって

ほしいとか、そんなような意見もここに取り上げられるということもちょっと触れておきた

いと思います。 



  オリンピックのことは今回特別に質問のあれになっていませんので、また次回にまた詳し

く触れたいと思うんですが、この観光振興計画というものは、前期と後期に分かれていると

私も認識しております。後期のほうの観光振興計画というのはすっぽりオリンピックのその

期間に入ってきていると思うんです。 

  ですから、その辺のところも踏まえてこうやって、考えてこのまちづくり、観光計画とい

うものをやっていただければなというふうに思います。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず観光振興計画は前期と後期、先ほど言いました。そういう中で、

須佐議員が後期にはオリンピックが入ってくると言われた中で、当然前期から後期という見

直しがありますもので、それはそういう考慮した中でまたこの振興計画がつくられるのかな

ということは考えておるところでございます。 

  そういう中で、本当にこの町、この表を見る限り、本当にこの町にまた再度来たいという

ことが結構多い。これもさっき山田議員が言った、そのリピーターが多いのが利点であり、

またそれが逆にマイナス、こういう面もあります。総体的な中で、今回はまたこの観光振興

計画はやっていきたいと思いますので、またいろいろな案がありましたら、よろしくお願い

いたしたいと思います。 

  さらに、東伊豆町の地域商標権と今提案され、これは以前にも須佐議員からも提案されま

したもので、これはまた引き続き検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 次に、３問、熱川温泉の活性化についてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 熱川温泉の活性化について。 

  活性化イベントとして行われた熱川ニューサマーフェスティバルの取り組みや照明設置な

どの試みについて伺う。 

  次に、熱川温泉まちづくり協議会の提言について、町長の考えを伺います。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第３問、熱川温泉の活性化については２点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 



  まず１点目の活性化イベントとして行われた熱川ニューサマーフェスティバルの取り組み

や照明設置などの試みについて伺うについてですが、熱川温泉の活性化イベントとして、７

月26日から８月10日までの16日間にわたり開催された熱川ニューサマーフェスティバルは、

熱川温泉観光協会が工学院大学の建築学部の西森教授とその研究室の協力により、テラス式

飲食店を開設したもので、観光客はもとより地元住民や関係者に大きな反響を呼び、予想以

上の成果を残しました。学生ならではの視点とアイデアが生かされたにぎわい創出イベント

として、温泉街の中心となる空き店舗の一角に、観光客参加型の店舗装飾とオープンカフェ

バーが出現し、この夏の人気スポットとして魅力ある空間に変貌していった様子に感心した

というニュースは新聞の一面でも掲載されました。 

  さらに、温泉街での照明器具につきましては、光による高台への避難誘導とともに、熱川

全体の夜間景観をデザインしていくというものであり、観光客の皆さんからのアンケート調

査等を実施し、後日報告書が提出されることとなっております。 

  次に、２点目の熱川温泉まちづくり協議会の提言について町長の考えを伺うについてです

が、奈良本・熱川まちづくり協議会により、工学院大学建築学部の西森研究室の協力のもと

で、ワークショップを中心に会議を重ね、観光施策のマスタープランと町有地の活用方法に

ついてのプロジェクト提案がなされました。 

  町といたしましては、熱川温泉の活性化は従来の慣習や枠組みに捉われず、奈良本地区を

含めた地域全体で熱意を持って取り組んでいくことが最も重要だと考えております。 

  今後は、町の財政状況を勘案した中で、プロジェクト提案の具現化に向けまして、可能な

ものから取り組んでまいりたいと考えますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 私も熱川温泉におる者として、７月の後半から８月の10日ぐらいま

で行われたニューサマーフェスティバルを見ていまして、いろいろ言う人もいると思うんで

すけれども、西森研究室の先生初め学生さん、よく頑張ってやっていただいたというふうに

思うんですよね。 

  セルフビィールドという言葉があるようですが、みずから企画立案して、そういってつく

り上げていくというものが、そういうものが熱川温泉に浸透していけばなというふうに思う

わけなんです。 

  もしわかれば、大体あそこのバーですよね。リアカフェですか、を利用した数がもしわか



れば、観光業の皆さんも教えていただきたい。もしわかればですね。そして、売り上げなん

かももしわかれば教えていただければと思います。 

  また、熱川温泉まちづくり協議会ということで、私もその参加させてもらっているわけな

んですけれども、やはり地元の人は大変期待していると思うんです。熱川の温泉場の人だけ

じゃなくて、奈良本からも大勢来て、そして熱川温泉どうするのか、または奈良本までお客

さんをどうやって来てもらうのかといったことを話し合えていくわけなんです。実際に西森

研究室がつくってきた図面を見て、いろいろ提言をしたりするわけなんですけれども、今、

町のほうで考えている防災公園というものが今進んでいると思うんですけれども、それは果

たして、そういった意見を取り入れてやっている、できているのかな。それがちょっとその

ボタンがかけ違っているんじゃないかというふうに私は思うんですよ。 

  ですので、いま一度、あそこを町長が旧ロイヤルのところ、跡地のところを今防災計画、

防災公園、そして防災センターという話がある中で、どうやってその観光のほうに結びつけ

ていくのかということを今後の課題といいますか、そういったものを改めてお聞きしたいな

というふうに思っております。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） １点目、活性化、私も１回行かせてもらいました。これ大変すばらし

い、我々に想像できないことを学生たちは本当に柔らかい頭を持っている中で、本当、私は

感心いたしました。 

  そういう中で、私、近くのラーメン屋さんに行ったんです。ラーメン屋さんの方も売り上

げは落ちているんですよね。熱川の町がこんだけ変わったということは大変ありがたいです

よと言ってもらいました。やはり活性化することによって、お客さんたちが町に出ればほか

のところの商店も売り上げが上がりますもので、これは大変すばらしいことを工学院大学の

学生さんたちがやってくれたなと頭の下がる思いでございます。来年も引き続き、また工学

院の学生たちに斬新なアイデアでこの熱川をいかに活性化させていただけるかと期待してい

るところでございます。 

  事務的なことは、また担当課に説明いたさせます。 

  次に、２点目の熱川町観光協会、これ隣に防災センター、そしてさらに観光、そういう中

で私が知っている限り、当時のまちづくり協議会の中で、要するにロイヤルを含めた一帯で

考えていたと思います。 

  しかし、今回もあのところが防災拠点となりましたもので、これは一切もうかけ離れたも



のになります。基本的には防災公園に関しては、もう観光のことは一切使えませんもので、

この辺はもう西森教授も言っておりますし、基本的には熱川のまちづくりできた、ある程度

イメージはもう発揮されたと私は考えております。 

  基本的には防災拠点に関しましては、もう観光は一切だめですよということを言われてお

りますもので、防災拠点を外した中で今観光のことを考えているんです。しかしながら、少

しぐらい可能性があるもので、今防災拠点の設計をしておりますけれども、その中にアドバ

イザー的な人として西森研究室に入ってもらっている、そういうような現状でございます。 

  だから、須佐議員にも、頭の中でもう防災拠点があるもので、あの図面は全くもう白紙だ

ということだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 須佐議員のお尋ねの16日間のイベントの期間中の売り上げ

ということですけれども、正式に調査はまだちょっと上がってきておりませんけれども、売

り上げについては、金額については手元にありませんけれども、総ドリンク数が515杯とい

うことで報告を受けております。 

  以上でございます。 

○副議長（飯田桂司君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） かなり515杯ということで、かなりこう頑張ってやられたのかななん

ていうふうに思うんですが、今、町長が御答弁いただきましたが、非常に私もショックであ

ると思うんですよね。これだけその回を重ねて皆さんで話し合ってというのがなかなか実現

できないと。これいたし方ない部分といいますか、そういうものもあるんでしょうけれども、

もう少し丁寧に説明して、議会にも説明していただければ、こちら議会側も少し話を聞いて

いくということもあったかと思うんですよ。今後そのロイヤルの一帯と言わせてもらいます

けれども、あの地域のことについてもどういう形でなっていくのかということも、またちょ

っと町長にお聞きしなければいけないと思いますし、それにはやはり熱川温泉も相当な覚悟

が必要であるということは、これは本当に言わなければいけないことだということはあると

思うんです。 

  またちょっと話が外れるようなんですが、先週の日曜日ですか、地熱温泉熱利用の勉強会

というのが下田であったんです。そちらのほうに、ちょっと私も興味があったもので行って



きました。熱川温泉の活性化ということで考えれば、この温泉熱発電というものも、やはり

一番大切になってくることだと思うんです。今静岡県と協議するといったものは、今国のほ

うとの協議になったという話もあると思うんですけれども、やはりロイヤル一帯の地を含め

て、温泉発電というものを設置して、エネルギーの地産地消、町長のお考えになっている電

動カーとかそういったようなことも含めて、再開発の中にはこの温泉熱発電の設置というも

のも、欠かせない部分であるというふうに私は認識しているんですけれども、その辺のとこ

ろも含めてお聞きしたいなと思います。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） ロイヤルの跡地の問題に関しては、先ほど言ったように、まず大変化

は今既存のある建物の取り壊しでございました。そういう中で、最初、観光施設整備を使っ

た事業の中でその取り壊しを考えようかと思った中で、よりよい防災拠点、また熱川地区に

おきましては、防災拠点というものがなかったもので、そこが防災拠点となれば、より有利

な補助金を使った中で、その建物が取り壊されるという中で、そこを防災拠点として、観光

からも一切引き離したという中で、これはある程度、熱川の観光協会の方たちも理解しても

らっております。 

  そういう中で、温泉熱の関係です。これは私、はっきり言っておきます。今民間のやって

いる地熱、これは町は一切関係ありません。基本的には町の名前をかりた方、言っていいか

どうかわかりません。大変遺憾に思っております。町に無断で町の土地を使っている。これ

は果たしていいものか。だから、マスコミからこの地熱に対するコメントを求められたんで

すね。私は町は一切この民間のやっている地熱は関係ありません。コメントは一切しません。

そういう状況でありますもので、また議員の皆さん方もその辺は理解していただきたいと思

います。この民間に対しては、私は遺憾に思っている、これははっきり申し上げておきます。 

  その次に、温泉地が当然温泉熱に関しては、できれば企業局は採算性からあきらめました

けれども、何かしらの方法の中で、このロイヤル跡地の中では温泉熱のことは活用していき

たい、そういう考えでございますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） ただいま１番、須佐さんの一般質問中ですが、議事の都合により午

後１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時５０分 



 

再開 午後 １時０１分 

 

○副議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  午前に引き続き、１番、須佐さんの一般質問を行います。 

  第４問、防災への取り組みについてを許します。 

  １番、須佐さん。 

○副議長（飯田桂司君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 防災への取り組みについてということで、第４次地震被害想定が発表

された後の防災訓練でした。課題は見つかったかということです。 

  そして、ＤＩＧやＨＵＧなどのイメージ訓練が推奨されるが、自主防の取り組みとして取

り入れたらどうか。 

  そして、災害対策本部機能の移転について、進捗状況は。 

  以上、３点お伺いします。 

○副議長（飯田桂司君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第４問、防災の取り組みについてについては３点からの質

問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の第４次地震被害想定が発表された後の防災訓練だったが課題はについてです

が、今回の訓練は、県の第４次地震被害想定第１次報告が公表されてから初めての訓練であ

りましたが、町では昨年国が公表しました南海トラフ巨大地震の被害想定に基づき、各自主

防災会を中心に津波に対応した訓練の強化、地震動における倒壊家屋等への対応など、訓練

を継続的に実施しております。 

  東日本大震災を契機に、地震対策において津波への対応がクローズアップされ、地震動に

対する住宅の耐震化やブロック塀の耐震化、家具の固定など、家庭での対策が進んでいない

ことが危惧されます。 

  また、防災訓練では、昨年度より幼稚園から高校生までの参加をお願いし、保護者など若

い世代から多く参加していただくようになりました。 



  防災意識が高い方は進んで訓練に参加し、多くの知識を得るとともに、地域の方々とのつ

ながりができてきますが、訓練に参加されない方はみずからそのチャンスを逃してしまって

いると思います。 

  町といたしましては、積極的に訓練に参加していただくことで地域の方々とのつながりを

より深めていただくことが自助・共助につながるものと考えますので、１人でも多くの皆さ

んが参加いただけることが、課題ではないかと考えます。 

  次に、２点目のＤＩＧやＨＵＧなどのイメージ訓練が推奨されるが、自主防の取り組みと

して取り入れたらどうかについてですが、ＤＩＧとは、地図上に地域の情報を書き込み、手

づくりの防災マップ、いわゆるハザードマップをつくり、地域に起こるかもしれない災害を

想定し、参加者全員で対応を考える自助訓練です。 

  また、ＨＵＧとは、避難所の運営をしなければならない立場になったとき、殺到する人や

出来事にどう対応すればいいか、避難者カードを使って避難所の体育館に見立てた平面図に

適切に配置、対処できるかを、模擬体験する図上訓練です。 

  町では、これまで自主防災会の役員を初め、地域住民の皆様に対し自主防災会からの要請

を受け、各種訓練、防災講座において御指摘のＤＩＧやＨＵＧの図上訓練を実施しておりま

す。 

  町としましては、今後も自主防災会から要請がございました図上訓練を含めた防災講座の

開催をしていきたいと考えております。 

  次に、３点目の災害対策本部機能の移転についての進捗状況はについてですが、須佐議員

も御存じのとおり、国の平成24年度第１次補正予算において、社会資本総合整備事業で事

業採択され、本年度、繰越事業として現在免震構造を取り入れた設計を委託しているところ

でございます。 

  間取りなど設計の詳細がまとまりましたときには、議会の皆様に御報告、御協議いただき

たいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  総合防災訓練、私も参加させてもらいましたけれども、今、町長が言われましたように、

幼稚園から高校生まで、私は奈良本なんですが、奈良本参加者合計536名でした。そのうち、

小学生が116、中学生72、高校生48、幼稚園が25、親が23名引率しています。約半分がそう



いう子供から学生が参加したということで、これは将来を見たときに非常に心強いというこ

とがあると思います。 

  その一方で、自主防の役員さん─その区の役員さんですよね─に課題といいますか、

話を聞いたところ、やはり任期が２年で終わってしまう。なれたところで役を離れてしまっ

てそのまま、役を離れたらそのまま遠くから見ているというか、今ちょっとアドバイスもす

るけれども、自主的に参加するということはないんだよというようなことですとか、年々自

主防に対する要求が大きくなってきて負担も大きいよといったような声が聞こえてきまして、

なかなかその命を守る行動というものがサポートできるかどうかということが問題であると

いうようなことの話を伺いました。 

  自主防災、訓練でありましても、あれは本番みたいなもので、日ごろから訓練をしていく

ということが大切、要するに避難訓練の訓練といったらおかしいですが、そのスムーズに訓

練を有意義なものにするための訓練というものも必要になってくるんじゃないかというよう

な気がするんです。そういった意味で、ＤＩＧやＨＵＧということでここに書かせていただ

きましたけれども、ＨＵＧは避難所運営ということで今回はそんなに詳しくは話しません。

ＤＩＧのほうですよね。 

  災害図上訓練ということで、今そこの掲示板にもこういう形で図上訓練の地図をここに張

らせていただきました。これは、先日下田でふじのくに防災士フォローアップ研修というの

がございまして、そこに行ったときに、私が実際にそのグループの皆さんとやった、山田議

員も一緒でしたけれども、やったこの地図なんですね。そのときには、東伊豆町の区長さん

が皆さんおいでになってその図上訓練をやられたということになります。 

  実際問題、こういった何といいますか、ゲームというような名称で言いますけれども、本

当にテーブルを囲んでやっていますと臨場感もありますし、この下のところに課題が、ちょ

っとこれも小さくて見えないんですけれども、情報ですとか課題ですとか、そういったもの

が次から次と本部から連絡があるという形で、例えば課題が地震発生から約15分後、地域

Ａ内の被災状況がわからない。自主防組織はどのように対処するのか具体的に考えてみよう

ですとか、情報が与えられまして、情報の中にその地域内の道路が10カ所、ブロック塀の

倒壊や電柱の倒壊などで通行できなくなったというようなことで、その箇所は印を入れて具

体的に考えてみようとか、そういったようなことが実際その場で訓練するという形のような

んです。 

  これは12月にも防災訓練というのがあると思うんですけれども、それは各地区の中でい



ろいろやられていく中で、こういったような訓練も中に取り入れてやってみるという、なか

なか自主防の中で、じゃやるかということで、じゃやりましょうということでやるというの

は、専門的にこの防災をこうやった方というのは中には少ないという中で、私は自主防は自

主防であるのと同時に、資格を持った専門の防災委員組織というものを町として明確にそれ

を置きまして、しっかりと防災委員が現場で指揮をとれるような、アドバイスができるよう

な組織というものがこれから必要になってくるんじゃないか。今、民生さんもありますけれ

ども、あるいは消防団ですとか、いろいろな方面と連絡をとり合っていくような組織づくり

というものがこれから必要になってくるんじゃないかなというふうに思いましたものですか

ら、今質問させてもらいました。 

  そして、そういった組織が今、町長のほうから御答弁いただきました災害対策本部機能、

これは新たに設計されるということですけれども、そういった中に明確に置きながら、各防

災センター、地域にあります防災センターの取りまとめといいますか、まとめ役みたいなも

のを含めて、そういうものが必要になってくるんじゃないかなと思いまして、その辺のとこ

ろのお考えをお聞きしたいと思います。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目の防災訓練、これは本当に私も見て、今回城東地区を毎回

回らせている中で、本当に子供たちの姿、大変大きかったと、大変心強く感じました。基本

的には、高齢化が進む中で、子供たちが戦力になりますもので、多く参加していただいたこ

とに対してもう本当に厚く御礼という言い方おかしいけれども、そういう心構えでやっても

らっているということは大変ありがたいことですし、これからも防災訓練におきましても、

すごい子供たちの活躍をまた期待いたしたいと思います。 

  そんな中で、課題という中で、任期２年という中でもう壇上でも申し上げましたが、その

任期中はいろいろなそういう訓練には出てきます、さっきも須佐議員が言ったように。もう

任期を離れるともう一般町民というのは、そういう機会に出てこないのが現状でございます。 

  そういう中で、そういう志を忘れず、任期が切れたとしても、そういう防災訓練に出てい

ただければ、町としても大変ありがたいです。任期中だけじゃなくて、任期以外のときにも、

任期のときと同じような心構えでやっていただければ、町としては大変ありがたいんでござ

いますもので、またその辺は役員さんにはお願いして、任期が終わったとしても、また引き

続き同じような防災訓練には積極的に参加していただきたいということはまた再三再四、ま

たお願いしていきたい、そういう考えでございます。 



  ２点目のＤＩＧやＨＵＧ、これはもう既にやっておる、自主防の防災訓練のときにやって

いるかどうかわかりませんけれども、これはもう夜間の中でこういうＤＩＧやＨＵＧ、専門

家も招いた中で、県の人に来てもらって、そういう中でこれはもう既に町民はやっておりま

すもので、その辺は御理解いただきたいと思います。また、そういう要望があれば、町とし

ても積極的に、いざ災害が起きたときは大変役に立つと、自分自身は考えていますもので、

それは積極的にやっていきたいと思います。 

  さらに今、防災委員の活用ということも言われましたので、それはちょっと検討させてい

ただきたいと思います。 

  次に、災害対策本部、これにつきましてはまだ今平面図やっている中で、専門家というこ

とを言われた中で、私、ある程度できたら、今度は10月30日に小川先生が来てもらいます

もので、その小川先生にまたアドバイスをいただいた中で、それができたらまた議会の皆さ

んにお示しした中で、どういうことがいい。当然専門的な方の知識が当然災害対策本部には

必要になってくると考えておりますもので、その辺はいろいろな人の意見を聞いた中で設計

を進めていきたいと思う。 

  ただ１つ、免震だけはお金がかかったとしても、いざ災害のときに免震構造であれば絶対

大丈夫ですから、免震構造に関してはもうやっていきたい、そういう考えでございます。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今、町長から御答弁いただきまして、その防災の専門家の方、１つの

組織をつくってもらって、町も積極的に支援していただいて、地域の皆さんがその防災に関

心を持つような組織づくりというものが大切になってくるんじゃないかななんていうふうに

思うんですよね。 

  こちらの議会だよりの７月号なんですけれども、これは稲取のふるさと学級が防災訓練と

いうことでＤＩＧを実際に体験している。子供が非常に熱心に取り組んでいる。そんなよう

なことがありまして、こういったことも防災訓練と同時に広がりを見せているなということ

で、非常に私もいいことだななんていうふうに思うんですよね。 

  また、災害ボランティアコーディネーターも以前、前回でも質問させてもらいましたけれ

ども、そういったようなボランティアの育成のほうも積極的に町を挙げて取り組んでいただ

きたいなというふうに思います。 



  そして、第４次の地震被害想定ということで、ここの下にちょっと地図を載せていただき

ましたけれども、このレベル２ということで実際に最悪な事態、レベル２ということは数千

年に１回ということでどれくらいの津波の被害があるかということで、ここにあるわけなん

ですけれども、実際に、当町におきましてもレベル２で最大で６メートルですか、そういう

ことでレベル１、レベル２と災害のあれがあるみたいですけれども、その津波の立つ高さも

もう迫ってくるということで、早急にそういったことも進めてもらえればというふうに思う

んですけれどもね。 

  あと場所なんですけれども、テニスコートのところ、国道に面したテニスコートというと

ころになっているようなんですけれども、あの一帯というのはやはり消防本部もありますし、

そして今度また病院もよくなってということもありますので、ぜひ病院の活用ということも

１つ考えてもらいたいと思うんです。２次救急ということであの病院が完備されるというこ

となので、災害拠点病院というのがございますけれども、賀茂地域には災害拠点病院があり

ませんね。ですので、そういった施設も備えたような病院であれば、なお一層町民が安心で

きるということもありますので、その辺のところもし考えていただけるようであれば、災害

拠点病院に手を挙げるということも１つあると、民間の病院だからあれでしょうけれども。

ひとつお願いします。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず災害の件、私、一番今回西伊豆町で集中豪雨が起こりました。そ

んな現場で行ったときに、やはり災害ボランティアが大変活動してくれた中で、いざうちの

町に来たときは、本当に災害ボランティアが活動できるのかなと考えましたし、災害対策を

立ち上げても、ボランティアが来たとしても、その振り分けをするのにもう大変時間がかか

って、本当にもったいないなと考えた中で、もう一度うちの町の災害ボランティア、その協

議会がありますもので、もう一度ちょっと見直さなければいけないかなと、ちょっと西伊豆

の集中豪雨のときに考えましたもので、その辺はちょっといざ起きた場合は、災害対策ボラ

ンティアがちゃんと役割を果たす、そういうほうの方向でこれはちょっと見直しをしていき

たいなと。これは西伊豆の集中豪雨の中でちょっと感じたことでございます。 

  そういう中で、災害対策本部は基本的には今やったところに設置、計画しています。そう

いう中で、最初の沢だから地耐力が大丈夫かとかそういうことを言われた中で、調べた結果、

そういう地耐力とかいろいろな面では問題ないということを言われましたし、今、須佐さん

が言った拠点病院、これは基本的には町もお願いするつもりでいますけれども、県のほうも



基本的に賀茂、要するに病院において津波に関していざ被害がないのは東部総合病院だけで

あると、県のほうもそういう認識しておりますもので、いざ災害が起きたときは東部総合病

院さんには活躍してもらうようになりますよねということは内々で話しております。 

  そういう中で、須佐さんが言ったように拠点病院になれば一番いいことですから、町とい

たしましても、どのような設備を完備すれば、拠点病院とかわかりませんけれども、基本的

にはその東部総合病院が県の災害の拠点病院になるということは町としても進めていきたい、

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。 

○副議長（飯田桂司君） 次に、第５問、学校教育についてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 最後の質問になりますが、学校教育についてということで１つ目、全

国学力テストの結果を見ると相対的に静岡県のレベルは低調である。当町の結果はどうであ

ったか。 

  ２点目、全国的に不登校の児童が後を絶たないが、当町における不登校児童の把握と対応

はということで、教育長にお願いします。 

○副議長（飯田桂司君） 第５問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第５問の質問は、教育委員会の関係でございますもので、

教育長より答弁させますもので、よろしくお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） 教育長。 

（教育長 金指善郎君登壇） 

○教育長（金指善郎君） それでは、須佐議員の第５問、学校教育については２点からの質問

になっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の全国学力テストの結果を見ると、相対的に静岡県のレベルは低調である。当町の

結果はどうかですが、いろいろな弊害が予想されますので、結果の公表につきましては、控

えさせていただきます。 

  ただ平均点で順位をつけてその結果を云々することが、本当に教育的かという点で問題が

あり、そこを強く出していきますと弊害が出てくるというふうに考えております。平均点を

上げることのみに走ると課題を発見する力や考える力、解決しようとする力、人の意見を聞



く力等々の生きる力として大事にしたい部分がおろそかになり、詰め込みやドリル中心の点

数をとるための授業をせざるを得ないという結果になることをおそれます。 

  調査の結果につきましては、同時に行われた生活状況調査のデータとあわせて、それぞれ

の学校の状況や子供の生活、学習の課題等々を捉える資料の１つとして、今後の指導に生か

すよう各学校にお願いをしています。 

  次に、２点目の全国的に不登校の児童が後を絶たないが、当町における不登校児童の把握

と対策はについてですが、不登校児童の把握につきましては、毎月各学校から問題行動月例

報告というものを出してもらっています。その報告の中に、不登校の児童生徒についての項

目があり、そこで把握をし、さらに町の校長会の会議の中で、その状況に変化があれば、そ

の都度報告を受けております。 

  対応につきましては、各学校にお願いをしております。学校によって、学年部で対応する

場合と担任と養護教諭が中心になって対応する場合がありますが、もちろん教頭先生や校長

先生も常にバックアップを心がけ、時には家庭訪問や保護者との面談にも加わることもあり

ます。また、場合によっては、スクールカウンセラーや児童相談所に相談をしております。 

  学校別や人数等につきましては、そういう細かい点につきましては、児童生徒のプライバ

シーにかかわる部分ですので、答弁は控えさせていただきます。 

  以上でございます。 

○副議長（飯田桂司君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 御答弁いただきましたけれども、新聞報道等でもかなり出ておりまし

て、また最近の知事の発言等もありますものですから、これは非常に見方にもよると思うん

ですけれども、知事もその教育者ということで許せないというか、そういうこともあるんで

しょうけれども、やはり今、教育長が言われたことというのは、本当にこの地域の賀茂の教

育の本当にそういういいところというか、それが本当の姿なんだと思うんですよね。それが、

全国で一斉にテストをしたということで結果が出てきた。最下位というのが、実際にどうだ

ったかということで今あるわけなんですけれども、私はこういうことを言うとあれですが、

東京にいる時分に進学塾に６年ほどいまして中学入試の子供を教えたりなんかしたんですよ

ね。それはそれは、私はあの当時はカルチャーショックで、自分の受験のときよりも本当も

う何倍も勉強をして子供を教えたという経験があります。子供もそうですし、親も意識が高

いですから、その親の対応でそんなようなこともやりながら、実際にそういうふうに身を置



きながら、自分の子供はちょっとこういう世界にはということで今ここにいるっていったら

おかしいですけれど、やはりのんびりしたところで教育を受けさせたいというような気持ち

がありました。やはり小学生のうちのこういうものを見ますと、読み書きというところでち

ょっとやはり基本的な部分で低い結果が出ているというのが、ちょっとこう残念だなという

ような気はします。 

  ある塾の講師の人の発言によれば、ちょっと生ぬるいのかというような言い方もしていま

すけれども、今後これを１つの課題にして取り組んで願いたいなというような気はするとい

うことなんですよね。 

  不登校のことに関しましても、やはり今学校が全面的に取り組んで、そういうものを把握

して、そしていい方向に向けて努力しているということですので、それは信じて頑張っても

らいたいというふうに、こう思うわけなんですけれども、ある一方では、やはりＰＴＡです

とか地域の教育に携わっている方とか、そういった方にも広く相談するとか、そういった姿

勢もやはりオープンという言い方をしたらおかしいのかもしれないですけれども、情報を共

有しながら地域の中で子供を育てていくというようなことも必要なんではないかなというふ

うに思うんですけれども、その辺のところはいかがでしょうか。 

○副議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） まず学力テストのことですけれども、１つ例えば平均がよかった場

合、平均がいいよと言われたら、ああとうれしくなって、多分それで終わっちゃうというこ

とはないでしょうかね。平均というのは、ちょっと数字的に非常に微妙な部分が、先ほども

言いましたけれども、例えば二山あるような子供たちの成績の分散があったりする場合に、

でも平均というのはここにあるわけですよね。だけれども、点がとれなかった低いほうに大

きな山がある、高いほうに大きな山がある。平均してみたら、おおいい数字だねって聞いた

だけだと、そこに問題点が浮かんでこないんですよね。そういう平均という、そういう数字

で惑わされるというのが、教育者としても、保護者としても、地域の皆さんとしても、ちょ

っと考えていただければなと。やはり個々に目を向けていくということが大事かなというこ

とをいつも考えております。 

  それから、不登校にかかわることで、地域の皆様にも御協力をという部分で、もちろん実

際に様子を見ると隣近所の方が心配をしてくれたり、学校にそうっと教えてくれたりと、そ

ういう場面もございます。ただその不登校ということが、それぞれの子供にすごいいろいろ

な原因を持っています。その子供たちも、実は悩んでいるんですよね。私、昭和40年、50



年のころは、もう無理やり家に行って、寝ているのをふとん引っぱがして起して着がえさせ

て連れてきたなんていう、すごい乱暴なこともやりましたけれども、そこには多分子供の悩

みとか心の気持ちというのを考えない教師がいたんだなという、自分を今振り返ったときに

反省もしますけれども。全てが全てこっち、全てが全てこっちというはっきり割り切れない

部分がありますね。中には、そういうふうに子供の心に怠けというようなことはうんと多く

広がっちゃって、そういう強い指導を受けるとそのまますんなりうまく学校へ復帰できたと

いう例も実はございます。だけれども、全てが全てそういうふうにはいかない。もう１人１

人によって原因も違いますもので、その辺は子供の気持ちを大事にしながら指導していくと

いうことで、地域の皆様も隣近所でそういう子がいたときに、何かこんなことをと思ったこ

とを直接言うのは難しいでしょうから、学校のほうに情報提供をいただけるというようなこ

とでご協力いただければありがたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 心の病といいますか、今非常に教育長が言われたように、子供も本当

に葛藤していますし、親も葛藤している、そして教師も悩みに悩んでいるというような中で、

そういった形で今広くそういう地域にそういうものを情報を何というんでしょうか、共有す

るというような方向も１つあるのかなというふうなことで進めさせていただきましたけれど

も、心の病が広がっているということで言えば、昔はゲームセンターへ出入りして、そして

不良になったとかというような問題が非常に多かったわけですけれども、今は家にこもって

ゲームをしながら、病といいますか、心が閉じこもっているといったようなことがあって、

起床時間も乱れたりとか、そういったこともあるように聞きます。 

  これはもう一般的なことで言っているんですけれども、何となくゲームというものにのめ

りこむというのは、何といいますか、引き込まれていくような状態の中から、どうにか前向

きに自分自身が生きていくというか、そういう方向といいますか、国語力なんかで考えたと

きに、やはり自分が能動的に本を読んだりとかというような方向というものができてくれば、

本当にいいんじゃないかなというような、生活スタイルも含めてあるのと、あとやはり最初

に教育長が言われたように、テクニック的な、例えば国語の問題でも棒線があって、その指

示語は３行前から拾えとか何とかというようなことじゃなくて、やはり問題解決といいます

か、そういったようなことも大切でしょうし、その中でいかに読解力とか、そういったもの



も、あるいはテクニックといえば、時間配分とか見直しとかということも全てそうなのかも

しれないですけれども、そういうことも大切になってくるのかなというふうにちょっととり

とめもないことですけれども、思いました。 

  あと毎年成績がいい秋田県の教育長の方の話を聞きますと、やはり少人数学級が功を奏し

ていると。地域の方の教育への何といいますかね、その手助けもあるということなんですよ

ね。そういうことを考えると、静岡県は静岡型35人学級というのがあるわけなんですけれ

ども、今各小学校とか見たときに、ちょっと人数が多いクラスもあるんじゃないかなという

ような気もするんですけれども、その辺について、教育長のお考えをちょっと最後お聞きし

て、時間もぎりぎりですのでお願いします。 

○副議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） その少人数学級というような話なんですけれども、まず静岡型35

人学級というのは、あれはその学年が75人以上ないと成り立たない状況なんです。下限が

ありまして、１学級が25人以下になってはいけないということでいきますと、要するに学

年２クラスしかない学年には通用しない、学年３クラスになって初めてその辺の静岡型とい

うのがかかわってきますので、静岡県ではこういうことを一生懸命やっていいことやってい

るんだよという宣伝はしていますけれども、実は賀茂地区でそれに該当するのは下田中学で

１学年あったかないかぐらい、あとは恩恵をこうむらないということで、単学級についても、

その恩恵をこうむるように下限の撤廃をしろというようなことは教育部長会としても、学校

としても、県のほうへは要望はしているところですけれども、全く恩恵を受けておりません。 

  少人数学級ということで、これも言い出すといい面、悪い面は両方出てきますけれども、

ただ先生たちが授業の中で小集団活動というのをうんと取り入れてやっていくような状況が

あるわけですけれども、小集団になるまでの過程をもっと教育の先生たちが勉強しないと、

何でもかんでも、はい、小集団になって、はい、考えろでは、子供たちがそういう力はつい

ていかないといういろいろな部分で先生方もそういうことをうんと研究をして研修をしてお

ります。 

  そんな中で少ない子供たちの場面がいろいろなところでできるということを工夫して努力

はしておりますということで。 

○副議長（飯田桂司君） 以上で１番、須佐さんの一般質問を終結します。 

  この際、45分まで休憩します。 

 



休憩 午後 １時３６分 

 

再開 午後 １時４５分 

 

○副議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 居 山 信 子 君 

○副議長（飯田桂司君） 次に、12番、居山さんの第１問、町長３期目についてを許します。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 皆様、こんにちは。 

  私はこのたび２問の通告をさせていただきました。 

  昨日、3.11から２年半ということでやはりテレビの報道等を見ておりますと、あの日の

ことが胸によぎってまいります。私どもも今こうして議会の場でまちづくりについて、そし

てまた24年度の決算についての審議をこれから進めていくわけですけれども、心新たに本

当に町民の、住民福祉の向上のために全力を尽くさなければいけないな。それも、お互いに

大いなる危機感を持ち、そして与えられた立場で全力投球をする、このこと以外、今町民の

皆様に安心・安全を与える方法はないように、昨日来の一般質問ずっと伺う中で、私自身肝

に銘じたところでございます。 

  さて第１問、お伺いするところでございますが、一問一答で御答弁をお願いしたいと思い

ます。 

  太田町長、３期目についてお尋ねをしたいと思います。 

  その１点目といたしまして、振り返って平成18年からの今日に至る７年半を振り返られ

て、非常に御苦労の多い取り組みだったかというふうには思いますけれども、その辺を伺わ

せていただければと思います。 

  ２点目は、来年度の予算の柱としたい政策ということでお尋ねをするところでございます。

これは、私たちが今回決算をし、さらに12月定例会に具体的に政策提案をする場合に、町

長の目指す柱をきちんと把握をしておきませんと、なかなかどういう観点で政策を提言をし



ようかというふうなことにもなりますもので、できましたら、来年度の予算の柱、これを明

確に伺いたいと思います。 

  ３点目は、緊急的な政策ということで、先ほど申し上げましたとおり、東京オリンピック

の招致が決まり、いっとき日本中が沸き返りましたけれども、足元を見れば、福島第一原発

の状況をどなたも心を悩ます状況にございます。どうかどうか７年、いや2020年までの開

催のときまでに大きな地震が来ない、しかもこの原発がしっかりととまって、世界中から皆

様方をお呼びできるようにと日々自分の中でも心から祈っていく、そういう思いでございま

す。 

  そういうことからしまして、またさまざまな災害等のある中で、今緊急的に政策として取

り上げたい課題は何なのかと、２期目に取り組みをなされたかというふうに思いますけれど

も、もし３期目を続けられるとしたら、その継続的にこういうものを考えているよとか、そ

ういうふうなことで伺えればと思います。 

  さらに、太田町長のポリシーとしてぜひこれをやり遂げたいという政策を伺えればという

ふうに思います。 

  よろしく御答弁をお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の第１問目、町長３期目については４点からの質問となって

おります。 

  まず１点目の７年半を振り返ってについてお答えいたします。 

  私は平成18年３月16日に町長に就任し、９月で７年半を迎えますが、これまで「みんな

が安心して暮らせる町、笑顔があふれる町」を政治信条として、行政運営に取り組み、この

実現に向けまして、一日町長室、オープン町長室など町民の声がいつでも届く町政を推進し

てまいりました。 

  これまで多くの町民の皆様から貴重な御意見や御助言をお寄せいただき、行政運営の最終

目標である住民福祉の向上に向けて、事務事業の緊急性や必要性、費用対効果等をさまざま

な角度から検討し実施してまいったところでございます。 

  しかしながら、地方分権の進展や、急速に進む少子化により行政需要は年々多様化し、複

雑化し、また非常に厳しい財政状況という制約の中、施策の全てを実施することは困難でご



ざいますが、特に町内産業の振興・発展、次世代の育成支援、安全・安心な環境整備、健や

かで生き生きと暮らせるまちづくりを柱に、政策の展開を図ってきたところであります。残

りの半年を２期目の集大成とすべく、喫緊の課題を中心に事務事業に取り組んでいく所存で

ございますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の来年度予算の柱としたい政策、３点目の緊急的な政策及び４点目のやり遂

げたい政策につきましては、質問の趣旨から現時点での答弁は差し控えさせていただきます

ので、よろしく御理解をお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 私も昨日、自分のいろいろな書類を見ながら、ああそうだったなと、

平成18年は平成大合併の、またこの南伊豆エリアの合併に向けての議論がけんけんがくが

く行われているときでございましたし、私も議長を務めさせていただいておりましたもので、

本当に胃が痛くなる思いを何度も何度もしながら、みずからの選択が今後５年、10年ある

いは100年と続くまちづくりに過たない結論を何としても出したいものだというふうに思い

ながら議長を務めさせていただきました。 

  住民投票も行い、そしてまた担当はそれぞれ区に出向いて住民説明等々、町長なさったわ

けですけれども、そのときのアンケート、約五百数十名の方が何箇所か、十数カ所の説明会

にお出になって、そのときのデータをもとに参考として町長は結論を出されたというふうに

思いますけれども、ややそれにつきましては、新聞の報道のちょっと１行２行の中にもそれ

はございまして、どうなんだろうというふうなこともございましたし、それは私も同じ思い

でした。ただ非常に時間の制約がある、そういう中で無理のない決断だったかなというふう

には思います。 

  しかし、今日、こういう3.11と、とてつもない大きな大災害を経て、そしてまた今この

南伊豆エリアの高齢化が県下の中でも急速に進む中で、県の大きなお荷物になりつつあるこ

のエリアをどう私たちが、この町だけでなく南伊豆エリア全体で、みんなでどう生き抜いて

いくかというそういう大事な視点、またグローバルな視点、そういうものが必要になってく

るかと思います。 

  足元見れば、問題は山積をしておりますし、とても先のことは考えられない状況だという

のはわかるんですけれども、やはり政治というものがその時々の政治に携わる私たち１人１

人も含めて、この先、子孫末代にあのときにあの人がどういう考えを持って、どういう主張



をして、この議場での採決に臨んだのかとかというふうなことを子孫に問われるのではない

かなというふうに思います。 

  願わくば、みずからの私利私欲、そういうものを超えて、本当に町のために、そして今後

の伊豆半島全域の発展のための選択というものを今後も大きなリーダーシップを持って、町

長に成し遂げていただかなければならないのではないかというふうに思います。 

  今御答弁いただきました点では、安心して暮らせる町、笑顔あふれる町、その実現のため

に、本当に地道にご努力をされたというふうなことは皆さん認めるところだと思います。１

対１でそれぞれの皆さんの意見に耳を傾け、そしてその解決をその場でできるものは職員に

対応をされたり、そしてまたそれを御自分の課題として、そしてその意見も自分の中にとど

めながら、町長としての政策を執行してくださったかというふうに思います。 

  今最終目標としてと、当然これは底辺にあることかと思いますけれども、住民福祉の向上

というふうなことが、私も福祉の問題について、またさまざまな観点でこの間までは防災対

策をずっとやってきましたけれども、もういいなと。私自身はそう考えておりまして、言っ

たことをどこまでやってくれているだろうかというふうな検証をこれからさせていただかな

ければならないかと思いますけれども、あのときに、町長、私伺いました。 

  3.11直後、首長の皆さんで被災地に視察に行ったと、そしてあの惨状を目の当たりにし

たときに、町長はこうおっしゃいました。ハードではだめだと、こういうふうに肝に銘じた

というふうに御答弁をいただいております。しかし、しかしこの何年間かはやはりハードの

ほうにお力が随分いったのではないかなと、ソフト面もやっているとは言うものの、私の願

いは受け止めていただけなかった箇所も何箇所かございまして、え、どうして、私たち東伊

豆町民は助からないとか、あるいはまた白田、片瀬地区、さまざまな皆さんの状況を考えた

ときに、この間に大きな津波が来ていたら、もう山田町のような、大槌町のような、あの被

災地のあの現状が我が東伊豆町ではなかろうかなというふうに私は思うところでございます。 

  どうぞ、このソフトに対しての取り組みというものを自主防に任せて、それでよしとする

ことなく、お金をかけなくても大変ですけれども、みんなで英知を集め、そして汗をかき、

本当にみんなが助かる道はと、明日来るとしたらどうするかというふうに、きちんとした切

迫感、緊迫感を持ちながら皆さんで取り組みをしていくというふうなこと、この点について、

町長の御決意を伺えればというふうに思います。 

  地方分権の進展等々、厳しい財政状況、それをクリアしてこられたというふうなこと、私

どもも財政健全化法、法律が変わる中で、５年前になりますか、それを明確に数値化したも



のをあらかじめ報告をいただきながら、町民の皆様にも当町の財政運営は現状では大丈夫で

すよというふうなことの報告がなされてきているわけでございますけれども、しかしながら、

非常にさまざまなところでの補助金、これの使い方、そして申しわけないんですけれども、

観光立町というふうにおっしゃる方、この間も町民の方が言っていました。観光立町、いま

だにそれしかないかなというふうにおっしゃる方が、じゃ対案を出せと言われるとちょっと

皆さん困る。ほかに道がないわけですけれども、しかしながら、言わせてもらえば、観光に

は湯水のごとくと、しかしその湯水から何らかの、もちろん見返りもあるわけですけれども、

バランスの問題です。そして、それをもう大義名分のもとにさまざまな団体から要請が出て、

そして要望も出されて、議会としても承認をせざるを得ない状況、余りにもちっちゃな町だ

けに親戚縁者、友人、いろいろなところからの締めつけ等々、そういうものが皆さんの中に

暗黙のうちにあって、なかなかこれが打開できないということで。 

  正直申し上げまて、そういう補助金等々がきっちりと成果が報告をされ、そしてまた費用

対効果の上から、次年度でそれはどうなんだろうかと厳しく精査されて、次の予算が組まれ

ていかなければならないわけですけれども、十年一日のごとく、その補助金は変わらないと。

それに携わる皆さん方の人数は非常に減ってくるにもかかわらず、予算は変わらない。何だ

か知らないうちに、その責任者が何年も何年も、え、これは一体何に使ったんだろうという

ふうに思うことが現場ではございます。ですので、もう少し細かく、しかしながら、これか

らの予算を使っていくのに、町長、厳しい財政状況と言う割には、今回元利償還で４億

4,000万でしょうかね。しかし、そこでもって起債も６億ほど起こしておりますよね。いま

だかつてない数字で町長、何考えて、これは24年度のあれだったので、私たちも当然これ

を皆さんで審議はしてきているわけですけれども。私は24年度の予算につきましては、反

対で意見を申し述べさせていただきました。それについては、先ほどからるる申し上げてい

るとおり、もう少し違ったお金の使い方をしてほしいと。危機的な管理の上からのお金の使

い方を望んでおりましたもので、あえてこの24年度の予算について、そういう考えを持っ

て臨んでいたわけでございます。 

  その１つ１つ、町長から御答弁をいただきたいことでございますけれども、１期目は前町

長の不祥事、これを受け、信頼回復というふうなことでは、その間に言うならば、入札問題

等々の改善もされたと。現状、今度24年度の予算見たときにどうなんでしょうか。これは

また私ども委員会のほうでやっていく内容になろうかと思いますけれども、随契とか、そう

いうようなことで携わる人たちが少なくなってきている中でやむを得ないこともあろうかと



思いますけれども、そういうような問題等々、今回も議会の会計の中では若干そこの改善も、

随契というよりもいろいろございましたもので、その点でどうだったかというふうなことを

問いたいわけでございます。 

  町長、先ほど申し上げた、私、ソフト面での防災の対応のことで伺うのですけれども、町

長は自主防にそれなりに予算もつけ、そして方向も示し、これでやってくれよというふうな

ことでよしとなさっていることはないだろうかというふうなことです。防災担当も増やして

いただきました。万全の体制でいっているわけですので、今回の訓練も職員の皆さん、参加

もしてくださっておりました。非常に充実をしていたかというふうに思いますけれども、自

主防とともに、具体的にその地域の中で本当にじゃ住民が避難するときの問題点がどうなん

だろうかというふうなこととかを書類を上げて見るだけでなく、ちゃんとそれを一緒に検証

するものをやってくださっているのかどうかということを聞きたいと思います。 

  そして、担当のほうでこの間伺いました住民福祉の関係だったでしょうか、要援護者の関

係でございますけれども、これを自主防のほうに全てデータも含めて災害対策基本法改正に

なりましたもので、その観点から多分やりやすくなったんだというふうに思います。これは

私どもの党のほうとしても国にしっかりと働きをさせていただいて、現状そうなったことは

大変喜ばしいと思います。 

  しかし、それでよしとしないで、ぜひ自主防のほうにもその後の経過を聞きながら、どん

なふうに取り組みをしてくれているのかということ等々、誰が誰のところに行けるのかとい

うようなことを確認をしていただく、この辺の体制について町長、伺えればというふうに、

もし無理でしたら担当の課長のほうでも、参事のほうでも伺えればというふうに思います。

それが１点目のことでございます。 

  いずれにしましても、町長が今２点、３点、４点はここで今は答弁を差し控えたいと、そ

ういうふうにおっしゃっておりましたけれども、２点目については、若干お話、御答弁いた

だけるんじゃないかなというふうに思います。 

  というのは、来年度の予算の柱ということでは、ずっと継続してやっているわけですから、

当然12月にこれからの予算のいろいろなやりとりをしていくわけです、来年早々にかけて

ですね。御自分が３期目どうする、どうしないということを別にここで伺わなくとも、やら

ないと言っても、当然次年度の予算については予算を組まなければいけないわけですから、

ここは答弁ができるのではないかと思いますけれども、いかがでございましょうか。御答弁

をいただきたいというふうに思います。 



○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず町長３期目につきましては、本当私がなったときは、平成のまた

再度の合併の中で、単独でいくまちづくりを選択した中で、今現在ではその方向性は、今の

状況では間違っていないと私は考えております。しかしながら、今、居山議員が言ったよう

に、この少子高齢化の中で、必ずや合併せざるを得ないという中で、再三再四言っている。

合併するとき、私は伊豆半島は１つが一気にやったほうがいいんじゃないかという考えは変

わっておりません。 

  と申しますのは、合併した伊豆の国市長、また伊豆市長から経験値を踏まえた中で、合併

はすごいエネルギーが必要なもので、できれば１回でやったほうがいいよということを言わ

れました。そういう中で、できれば伊豆はもういずれ合併を、少子高齢化を含めた中、合併

をせざるを得ない、そういう考えでございます。 

  そういう中で、消防の広域でもやっております。そういう中で、我々は向こうに残り、４

市３町でやっていて、賀茂郡は分離したわけでございますけれども、将来行く行くはまた伊

豆のほうもその４市３町に合併していくと言っています。何で私はそこで当初、伊豆半島は、

居山議員が財政状況が大変厳しいといった中で、当初は下田市長から皆さん、ぜひともこの

消防広域に入らせてくださいと頭を下げておりました。そういう中で、突如この１市、伊豆

半島の賀茂郡が分離したということは私ちょっと頭が、ちょっとその考えがわからないです

ね。いずれ伊豆半島は１つになったわけで、まず最初は、消防の救急の広域化ができれば、

それが１つのある程度の例となりますもので、行く行くは合併に関しても、私、そういう考

えでございますもので、まず消防の救急を４市３町の合併した中で、また当然吸収合併で下

田市が来ると言っているし、下田地区が来ると考え言っておりますもので、まずそういうス

テップを踏んだ中で、合併に関しては伊豆半島は１つ。 

  そういう中で、私はこの任期中に予期せぬリーマンショック、3.11もありました。また

リーマンショックもありました。この辺が全然予期しなかった中で、大変厳しい財政状況を

強いられた中でやっておる中で、防災に関しまして、ソフト面の充実、これは当然ソフト面

の充実、やらなければならない。 

  ちょうど９月４日に県の市長会、町長会合同の中で講演がありました。そのとき、山村先

生という人が講師になりまして、以前から居山議員が言っている「近助」、この大切さを言

われましたもので、できればこの半年間、任期中はこういうことはすると言っていきたい、

そういう考えでございます。ソフトの重要さというのは変わりありません。ハードと同様に



ソフトも大変大事なことだと自分自身は考えております。 

  それで、また入札制度にその随契が多くなったという言い方は、ちょっと基本的には業者

がないから多分随契、基本的には入札が原則でございます。そういう中で、入札の中の一般

入札があれですけれども、随契が多くなっている。多分業者がいなかったからではないのか

なと、今自分自身はそういう中でおります。 

  それと政策に関しましては、いろいろ調べた中で、答弁を考えているうち公職選挙法に引

っかかるんじゃないかという中で、２、３、４をたとえ出ようが出まいが、その辺はそうい

うことが言われましたもので、答弁は一応差し控えさせていただく、そういうことでござい

ますので、御理解を願いたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 12番、居山さんにお願いします。 

  今の防災の関係ですけれども、２点目に防災のほうが出ていますので、１点目については

質問を控えてください。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、今いただいた御答弁ですけれども、９月４日の市長会・

町長会での山村武彦さんの講演会のお話、「近助」というのは近くで助けるというほうの近

助ですよね。本当にもう私はこれしかないと思います。これしかないことを平成７年の阪神

淡路の突発のときもそうなんですけれども、あのときに議員にさせていただいて、町長と一

緒にスタートをいたしましたので、これを叫び続けてまいりました。もうそれしかないとい

うふうなことで、今もどんな状況になろうとも、とにかく向こう３軒両隣にお互いが気を配

って、その方々何かあったときにどうやって助けようかということのイメージトレーニング

を、そうやって思って人のために尽くせば必ず自分に返ってくるというふうに、私は自分の

信念の中で持っております。 

  どうぞ皆さん方で近所を助け合う、助け合うその体制というものをこの東伊豆町の中にし

っかり根づかせて、そしていっていただきたいというふうに思います。 

  ２問目がどうのこうのと言っていますけれども、私は町長の７年半のこの振り返っての中

で申し上げている点でございますので、それは別に２問目にどうとかというふうにして別に

こだわらなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。なぜかならば、この７年半、

私がやってきたことはまず防災が大事だったものですから、一番聞きたいことで、町長が何



をどういうふうにしてくれたんだろうというふうな観点で伺っているものですから、当然再

質問もそうなるというふうなことを、普通に聞いていただければわかることかと思いますの

で、町長の議事整理も、またなれないから無理ないというふうに思いますので、それは結構

でございます。 

  いずれにしても、町長が言われた、その半年間、しっかりとこの体制に取り組むというこ

とを見たいと思います。 

  先ほどもいろいろな質問の中で、どんな立派な計画があっても、実行しなきゃだめだとい

うふうなことでした。私も残された任期、議員も１年半でございますので、総仕上げという

ふうなことで、新人議員になったつもりで、初心に立ち返ってしっかり勉強もし直し、なお

かつ自分なりの今まで積み重ねたものも大いに生かしながら総仕上げをするときが来ている

なというふうに感じておりますので、その点、町長まず半年、しっかりと見させていただき

たいというふうに思います。 

  伺いたい点ですが、町長が先ほどおっしゃっていました非常に厳しい財政状況の中で、町

内産業の振興ということで、これは観光問題で取り組まれたというふうなことでございます。

あとは次世代の育成ですか、これは子育て支援ということ、さまざまな取り組みをなされて

おりますもので、納得でございます。 

  安心・安全な環境ということの整備ですね。ここがやはりちょっと足りないんではないか

なと、残り半年の中では、私としては緊急的に取り組んでもらいたい政策は、ぜひここをお

願いしたいと思います。 

  健やかで生き生きと暮らせる、そういう町というふうにおっしゃっておりました。これは、

どなたが町長になろうとも、町長になる方は恐らく皆さんそういうふうに思われて、町長を

務められるかというふうに思います。 

  ぜひやり遂げたい政策として、町民皆さんが健康で、心身ともに健康で、そして健やかに

暮らせるように、さまざまな取り組みをこれからもお願いをしたいというふうに思います。 

  私も今後残された任期の中で、この辺の取り組みは、防災のほうはもちろんなんですけれ

ども、住民福祉の向上ということで全力を挙げて具体的な政策等も提案をさせていただきた

いというふうに考えます。 

  ２期目の集大成として喫緊の課題というふうなことで、先ほどお話がありましたけれども、

町長、今喫緊の課題は御自分の中では一体何なのかということを再確認で伺いたいというふ

うに思います。 



  いずれにしましても、難しい時代のかじ取りを２期務められた太田町長をこの半年間の仕

上げの中で、町民の皆さんがどう評価をするかということ、12月にはそのときに町長の決

意も伺えるかというふうに思いますので、２点、３点、４点については、次の議会のさらな

る質問というふうにさせて御答弁をいただくことといたします。 

  いずれにしても、観光が全ての取り組みというふうなことでございますけれども、これは

２点目のほうにかかる点でございました。 

  それでは、御答弁をいただきたいと思います。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずいろいろ言われた中で、本当あと半年間、一生懸命頑張っていき

たい。それで、喫緊の課題を中心と壇上で言いました。 

  基本的にはいろいろな事業をやって、途中やっている事業がありますもので、それがこの

ようなの喫緊の課題、言わば、今平成25年のをやっております。稲取地区の災害対策本部、

奈良本地区も避難整備、さらには入谷口の汚染された測量、また市民農園、この辺は多分町

を挙げて、そしてまだ継続しております。片瀬はやっておるそのセンター、こういうことも

喫緊の課題じゃないかと考えて、何しろ今やっている事業をとりあえず整理していきたいと

いうような考えでございます。 

  それで、第１回の再質問のとき答えませんでしたが、なぜ観光立町と言われました。基本

的にはこの町、観光産業が中心の中で、観光を中心とした税の収納事務を、やはり観光客が

多くなれば入湯税も増えますし、地域経済も活性化する中で、やはり何の事業をするにして

も自主財源、そういう町の財がなければできませんもので、観光がよくなれば基本的には町

も潤う、そうすれば町が潤えば、そういう福祉の面にもお金を使うことが一番ではないか。 

  基本的には福祉はお金を生みませんもので、お金を生めるところでまずお金を稼いで、そ

れで福祉のほうへ回したり、そういう考えでございますので、観光に補助金が行っているこ

とだけ理解願いたいと思います。 

  ちょっと居山議員にお願いしたいのは、私が議員になってから観光協会の補助金とか、そ

ういうのを２割方多くなりました。それは御理解願いたい。そういう中で、こういう時代に

なりましたもので、やはり観光に対しては多少てこ入れは必要かなという中で、また観光関

連の補助金が増えていることだけはちょっと御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 次に、第２問、南海トラフ巨大地震についてを許します。 



  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、第２問に移らせていただきます。 

  南海トラフ巨大地震についてということでお伺いするところでございますが、９月１日、

ＮＨＫスペシャルの「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ（巨大地震）」の番組を町長がごらんになったか

どうか感想を伺いたいというふうに思います。 

  ２点目は、何を防災対策の柱とするのかということで、その現状と課題についてお尋ねを

いたします。 

  ３点目は、以上のことを踏まえた上でのことですけれども、まちづくりの方向転換がある

のかどうなのかということについてお尋ねをいたします。 

○副議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山信子議員の第２問の南海トラフ巨大地震については３点からの質

問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の9.1ＮＨＫスペシャル「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ（巨大地震）」をごらんになっ

たか否か、感想を伺うについてですが、この２夜連続のＮＨＫスペシャルの番組は見ており

ます。 

  改めまして、過去の教訓の大切さ、過去の地震の検証及び報道の難しさを再認識するとと

もに、また液状化や造成地の問題を考えさせられました。さらに、巨大地震の予兆をスロー

クエイクとＧＰＳの研究で捉えられないかと大変興味深い内容でした。 

  衝撃を受けたのは、ＧＰＳでフィリピン海プレート上の伊豆諸島と伊豆半島が別々の方向

に移動していることでした。その原因を推測しておりましたが、早く究明してもらいたいと

思いました。そして、一日も早く、そのスロークエイクとＧＰＳとの研究により巨大地震の

正確な予知ができればと思いました。 

  また、一番印象に残ったのは、８月31日放送の中で、今村明恒氏が講演で「地震は人の

力で押さえつけることはできないが、震災は人の力で防ぎとめることができます。老幼男女

力のあらん限り、震災をできるだけ軽くするために勇敢に働かなければならない」と述べた

言葉です。 

  改めて、訓練の大事さ、必ず訓練が減災につながるものと確信いたしました。 



  次に、２点目の何を防災対策の柱とするのか、現状と課題はについてですが、これまでの

対策で進めております自助、共助を柱に地震、津波に対する命を守る行動、対策を粛々と進

めていくことが必要だと考えております。 

  自然を相手にハード対策の全てを委ねることについて限界があることは、居山議員御存じ

のことでありますので、一定のハード対策は進めてまいりますが、前から申しておりますよ

うに、住民１人１人の行動が大切であると考えております。 

  また、津波浸水危険地域の方々であれば、耐震化も必要ですが、津波からの避難をどのよ

うにしていくのかなど、住んでいる地域によって対応はさまざまでありますので、全ての住

民の皆様が自分の命を守る行動をとっていただけることが課題であると考えます。 

  次に、３点目のまちづくりの方向転換はあるのかについてですが、町といたしましては、

一メディアが取り上げた研究段階である内容によって、まちづくりの考え方を変えることは

考えておりません。 

  町としては、当然のことながら、国・県などは被害想定を策定するに当たりまして、専門

家等の意見を取り入れて策定しておりますので、基本的には国・県などの想定に基づくまち

づくりを進めていきたいと考えております。 

○副議長（飯田桂司君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 御答弁いただきました。９月１日の「ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ（巨大地

震）」、これはかつて巨大地震という本を副町長と町長に２年前ぐらいですね、3.11直後

にお貸ししました。それを昨日また改めて見ました。あれは2001年のものだったですけれ

ども、そら恐ろしいくらいには、ああ、ちゃんと予言、ここにちゃんとあるなというような

ことで、物すごい惨状ですものね。 

  その巨大地震ということが本の中だけでなかったということを改めて3.11で経験をした

わけですけれども、このＮＨＫの放送につきましては、小原東大教授、この方は仙台の若林

区出身だというふうなことで、13年前、謎の振動を発見したということから話が始まって

おりました。４分間続いた。地下海底５キロから40キロのそのところにスロークエイクと

いう、このプレートが400キロぐらいずれ動いたというふうなこと等々、3.11前、１月24日

からずっとスロークエイクがあったというふうなお話でございました。 

  この小原教授は仙台の若林出身だったものですから、その被災地に立たれて映像の中でお

っしゃっていたことは、ここで生まれ育った自分としてこの3.11というものを忘れないと、



そういう思いで研究を続けていきたいというふうな感想を述べながら、小原教授とその若林

区の現状が映像として流れました。本当に研究者にとっては、痛恨の思いではなかったかな

というふうに思いますし、東海大地震も予知ができるというふうなことでさんざんお金をい

っぱい投じてやってきたわけですけれども、全然予知なんかできないというふうなことがよ

うやくわかったわけですよね。 

  このスロークエイクというものが、今後世界の今10カ国で既にそういう現象が起きてい

るというふうなことでございまして、ニュージーランド、メキシコ、アラスカ、シアトルと

いうふうなことで、とにかくアメリカの西海岸、シアトルは非常に懸念されている状況にあ

るそうです。しかしながら、地域によっての発生周期のパターンが月数とか周期とか、そう

いうものがあるんじゃないかなというふうに思っていたところが、あにはからんや、このシ

アトルはもう来ていいはずのものが来ないという、やはりなかなかそういうことの難しさと

いうのもあるようでございますし、このＧＰＳなんですけれども、人工衛星で１ミリ単位の

変化を記録をして、そして高知大の田部井教授がお話をされておりました。ここを町長も心

配されて今お話、御答弁をいただいたわけですけれども、伊豆半島の南80キロのゼニス島

という、その島が西に向かって動いていると。しかし、同じプレートなのに、私たちはフィ

リピン海のフィリピンプレートなのに、伊豆諸島は北に動き、伊豆半島は西に動いていると

いう、何と身を裂かれているような、こういう状況があるということでございます。 

  南海トラフの震源域が東に広がっている、つまり私たちの伊豆半島もすっぽり南海トラフ

の震源域に入っているのではなかろうかという、そういうＧＰＳからのお話でございました。

また、京大の西村教授なんですけれども、和歌山とか四国とかのこの日高町、あるいは四国

の南にもやはりひずみがたまっていること、あるいは串本町とかのそういう状況で全て矢印

で動きが全部表示されて長くなったり短くなったり、そういう矢印の変化を見ながら予測が

できるのではないかという研究が進んでいるわけでございます。 

  いずれにしても、次の巨大地震がいつ起こるのかというところでございますけれども、あ

る場所では67年前のその地震のときに、井戸水に大きな変化があったというふうなことか

ら、今全国60カ所の井戸で監視、研究がなされているというところで、水かさが減ってい

るところがほかにも15カ所あるというふうなこととか、お話をされておりました。 

  いずれにしましても、このＭＥＧＡＱＵＡＫＥ、私たちはこの脅威から逃れることはでき

ないと。地球が投げかけているその予兆をつかむことが必要なんだけれども、英知を結集し

て、このＭＥＧＡＱＵＡＫＥの予兆をつかんでいきたいと、そういうふうな最後の結論を、



コメントが述べられておりました。 

  私は本当に考えたくないんですけれども、やはり私たちのいつもどこかにそれは置いてお

かなければいけないというふうに思います。その上で、町政運営をしていただかなければな

らないわけで、町長が余り楽観主義でも困るんですよね。多少神経質ぐらいで万一のときの

危機管理とか、そしていざというときにこうするよというようなビジョン等々、やはり明確

に、もし３期目をやってくださるんだったら、私はそういうことがなければならないんじゃ

ないかなというふうに個人的には考えております。 

  防災の柱とするもの、命を守るというふうなことでございますけれども、今日は足尾鉱山

の功労者であります先人の100周年ということで、この方のコメントを私もちょっと読ませ

ていただきました。そして、当時公害問題のスタートから、非常に、田中正造ですよね。本

当に、この政治家として人の命を守るというふうなことを第一に取り組まれたことでござい

ますけれども、この田中正造の警訓が生かされずに、その50年後に今度は水俣病が発生を

している。正直申し上げて、私はこのときの映像を見ながら、これはもう絶対政治が問題、

政治を何とかよくしていかなければいけないというふうに、うら若き乙女でございましたけ

れども、心に期したところでございます。 

  また、2020年に東京でオリンピックが開催されることになったわけですけれども、状況

がコントロールされているというふうに全世界に向かって安倍首相が皆さんに宣言をした。

これはもう非常に大変なことだと思います。じゃ本当はどうなのって。その後のテレビのい

ろいろな情報を見ていたらとんでもないことで、もうそんなのどこの国だったって日本にだ

まされたって思っているかもしれませんよね。これは大きな責任問題だと思いますし、そし

てあの人が、この人が、東電がなんて言ってられずに、日本中が全てのことをさておいて、

この福島の問題に取り組まなければならない喫緊の課題はこのことではないでしょうか。 

  そういうことから、私たち国民にも非常に厳しいまなざしが全世界から寄せられておりま

す。この７年間、本当に地震が来ませんように、また原発の福島の問題が解決しますように

というふうなことを皆さんでしっかりと祈り抜いていかなければいけないのではないかとい

うふうに思います。 

  いずれにしても、今私たち１人１人に何ができるかを考えて行動を起こせという、この田

中正造さんの９月４日の命日のときに、女性記者の足立さんがどう結ばれているかというと、

非常に法要のさなかに雨が激しく雷鳴がとどろいたと。田中正造さんから何をやっているん

だと、その叱責を受けたような気がしたというふうなことから、先ほど申し上げました１人



１人が今何ができるかというふうなことを考えていく、行動していく、そのことが大事だと

いうふうなことを今日の毎日新聞で私は見ました。 

  町長、この点について、町長、もし任期中に大きな災害が来たときに、来ないだろうと思

って過ごすのと、いや来たときにはこうしようと思って、この災害を受けるのとはもう天地

の差があるかと思いますので、その辺の御決意を、今日が無理でしたら12月に伺っても結

構でございますけれども、私はそこをぜひ伺っていきたいというふうに思います。御答弁よ

ろしくお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、9.1のテレビ番組、これは大変驚愕いたし、そんな中で今まで

も壇上で言いました教授はそうなの。その前にもうスロークエイクも第一人者、東大の教授

ですね。この方も、スロークエイクが、要するにエネルギーを徐々に開放している、それが

普通の考え方だと思うんです。私も多分ああなれば徐々にスロークエイク、徐々にこう動い

ていれば、それは当然エネルギーは開放しているから大きな地震は起こらないじゃないかな

とは考えるのが普通だと思います。そういう中でその東大の先生、大変反省しておりまして、

これはまたもう一回、１からやり直さなければならないという考えでございました。やはり

スロークエイクとの関連性、本当に今言ったシアトルの問題もあり、大変これ巨大地震との

結びつき、大変予兆は難しいと思いますけれども、その中で、要するにこのスロークエイク

とＧＰＳによりまして地震を正確に予知していきたい、そういうことを言っていましたもの

で、できるだけ早くそういう方向に地震予知ができればなと思ったのが感想でございます。 

  さらに今言ったように、フィリピン海プレートの方角がＧＰＳと違っていると。これ本当

に言うと、私大変衝撃を受けました。と申しますのは、それはもう動いていることは事実で

すから、海底では何かが行っている、これは多分間違いないと思うんです。ただこれはあく

までも推測ですから、これは事実ではあると思っても、まだ１つの推測で伊豆半島が要する

にもう動いていて、もうこれがもうひずまないから、そこで割れ目ができていないと。これ

はひとつ推測を言っておりましたけれども、これはまあそういう事実がありますもので、私

が考えているのは、要するにあくまでも南海トラフでこの地震が、津波が来るのが十何分と

いっております。しかし、いざそういう現実においては、そういう現象がＧＰＳで見られる

のか、もう４分でも来る、そういう気持ちでなければできないと考えておりますもので、地

震はもう、地震が起きたらすぐ来ますよ、そういう気持ちでまた町民には言って、さらに地

震が来たらもうすぐ逃げてください。これはもう徹底していきたい。やはり地震の時間を



16分ではなくて４分ぐらいで来ますよという、そういうことはまた再三、町民の方たちが

言っていきたいと思うし、また一番先ほど言った町長会、市長会合同の中で、山村先生が何

しろ地震が起きたらすぐ逃げろと言うんですよね。一切そういう10秒見て、また振り向く

ともう逃げ場がないもので、小さな地震でもすぐ逃げろと、これを徹底するのはなかなか厳

しいですけれども、伊豆に地震が来たらすぐ逃げろということは町民には徹底して、そうい

う犠牲者を出さない、そういう方向でやっていきたいと考えております。 

  そういう中で、田中正造先生、１人１人、基本的にはこれが一番重要じゃないかと思いま

すので、何しろ１人１人が自分の持っている個として命を落とさない、こういうことはもう

徹底させていきたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 聞くほうがいろいろ抽象的なことを申し上げるので答えにくいとい

うふうに思いますけれども、それは町長の思いがしっかりそれは伝わってきますもので、何

を考えていらっしゃるのかなというふうなことでいつも伺うところでございます。 

  それでは、最後になりましたけれども、今回のこの私の質問、しっかりと12月の定例会

にもこれを整理しながら、町長にもまた政策提言をさせていただく、また次年度の予算編成

にいろいろつながっていくことかというふうに思いますので、しっかり自分自身も勉強をし

て、次の12月の定例会に臨んでまいります。 

  それでは、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○副議長（飯田桂司君） 以上で12番、居山さんの一般質問を終結します。 

  ２時55分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３６分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○副議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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



 

◎日程第２ 専決承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町国 

民健康保険税条例の一部を改正する条例について） 

 

○副議長（飯田桂司君） 日程第２ 専決承認第７号 専決処分の承認を求めることについて

（東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について）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） ただいま上程されました専決承認第７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年度の地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正

する省令が、平成25年６月12日にそれぞれ公布されました。 

  そのことにより、東伊豆町国民健康保険税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、７月16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、健康づくり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。 

○副議長（飯田桂司君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） ただいま提案されました専決承認第７号 東伊豆町国民

健康保険税条例の一部を改正する条例について、別紙専決第７号専決資料をもって説明させ

ていただきます。 

  お手元の説明資料のほうをごらんください。新旧対照表のその次についております。 

  今回の条例改正の理由としまして、平成25年度税制改正（所得税）及び当町には直接関

係がございませんが、課税方式（本文方式）の廃止による規定の整備となります。 

  最初に、国民健康保険税の課税に関係する平成25年度税制改正の概要ですが、１、公社

債等に係る利子所得の課税方式の変更の内容として、特定公社債等の利子等については、

20％を源泉分離課税の対象から除外する。平成28年１月１日以後に支払いを受ける利子等

については20％（所得税15％、住民税５％）の税率による申告分離課税の対象とする。 

  ここで特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債



等とのことです。 

  ２、譲渡所得等の課税方式の変更の内容として、特定公社債等の譲渡所得等については、

非課税の対象であったが、平成28年1月１日以後に特定公社債等の譲渡による譲渡所得等に

ついては20％（所得税15％、住民税５％）の税率による申告分離課税の対象とする。 

  ３、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特例範囲の拡充の内

容として、１、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に特定公社債等

の利子所得及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所

得等との損益通算を可能とする。 

  ２、平成28年１月１日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失のうち、その後に損

益通算をしても控除しきれない金額については、翌年以後３年間にわたり、特定公社債等の

利子所得及び譲渡所得並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等から繰越控除を可能とす

る。 

  以上が、国民健康保険税の課税に関係する改正内容となっております。その内容に準じま

して、条例の附則を改正、削除、新設する内容となっています。 

  次に、附則ですが、（施行期日）１、この条例は平成29年１月１日から施行する。ただ

し、次の号に掲げる規定は、公布の日から施行する。１、附則第３項の改正規定。 

  （適用区分）２、この条例（前項第１号に掲げる改正規定に限るによる。）改正後の東伊

豆町国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適

用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の規定による。 

  ３、この条例（第１項第１号に掲げる改正規定を除くによる。）改正後の東伊豆町国民健

康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成

28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

  ２ページ、３ページをお開きください。 

  参考資料としまして、今回の条例改正の概要を記載してございます。 

  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。よろしく御審議のほうをお

願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） 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） 

○副議長（飯田桂司君） 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。 

  討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○副議長（飯田桂司君） 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７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） 

○副議長（飯田桂司君） 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３ 専決承認第８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５号）） 

○副議長（飯田桂司君） 日程第３ 専決承認第８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５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８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、細野高原観光施設整備事業で実施しておりますアクセス道

路整備工事施工による入谷天城１号線の通行どめに伴い、早急に仮設迂回路を整備する必要

が生じたことから、平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号）を処分したものであ

ります。 

  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。 

○副議長（飯田桂司君） 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８号 専決処分の承

認を求めることについての平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号）について概要

を御説明申し上げます。 

  平成25年度東伊豆町の一般会計補正予算（第５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293万

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48億7,517万9,000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の補正後の歳入歳

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293万8,000円

を追加し、１億8,473万8,000円と…… 

 

○副議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０７分 

 

再開 午後 ３時０９分 

 

○副議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） 19款繰入金から始めさせていただきたいと思います。 

  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293万8,000円

を追加し、１億8,473万8,000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293万8,000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塡措置いたした内容でございま

す。 

  次に、３、歳出について説明いたします。 

  ６款商工費、１項商工費、３目観光費、補正前の金額に293万8,000円を追加し、２億

4,576万3,000円といたします。 



  事業コード６、細野高原観光施設整備事業、15節工事請負費、細節２細野高原観光施設

整備附帯工事293万8,000円の増は、アクセス道路整備工事施工による入山天城１号線の通

行どめに伴い、道路利用者の負担軽減を図るため、仮設迂回路を整備するための工事請負費

であります。 

  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48億7,224万1,000円に293万8,000円を追加し、48億7,517

万9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額48億7,224万1,000円に293万8,000円を追加し、48億7,517

万9,000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。 

○副議長（飯田桂司君） 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） 

○副議長（飯田桂司君） 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） 

○副議長（飯田桂司君） 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８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） 

○副議長（飯田桂司君） 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４ 議案第４５号 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴う



関係条例の整備に関する条例の制定について 

○副議長（飯田桂司君） 日程第４ 議案第45号 新型インフルエンザ等対策特別措置法の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定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） ただいま上程されました議案第45号 新型インフルエンザ等対策特

別措置法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定に伴い、関係条例の条文整備を図るものであ

ります。 

  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、よろしく御審議ほどお願いい

たします。 

○副議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） それでは、ただいま提案されました議案第45号 新型

インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

御説明申し上げます。 

  １枚おめくりください。 

  今回整備をする関係条例につきましては２つございます。 

  まず１つ目は、上段にお示ししてございます東伊豆町職員の給与に関する条例の一部改正、

もう一つは、下段の東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正で

ございます。 

  改正の内容でございますけれども、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した際、当町か

らの要請に応じて、国や他の地方公共団体から派遣された職員に対し、新型インフルエンザ

等緊急事態派遣手当を支給することとなるため、東伊豆町職員の給与に関する条例及び東伊

豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の災害派遣手当の中で、新型インフル

エンザ等緊急事態派遣手当を支給することができるという内容を加えるものであります。 

  なお、施行日は公布の日からとさせていただくものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。御審議ほどよろしくお願

いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） 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） 

○副議長（飯田桂司君） 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） 

○副議長（飯田桂司君） 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45号 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定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） 

○副議長（飯田桂司君） 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５ 議案第４６号 駿東伊豆地区消防救急広域化協議会の設置に係る協

議について 

○副議長（飯田桂司君） 日程第５ 議案第46号 駿東伊豆地区消防救急広域化協議会の設

置に係る協議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46号 駿東伊豆地区消防救急広域化

協議会の設置に係る協議について提案理由を申し上げます。 

  消防組織法及び市町村の消防の広域化に関する基本指針を踏まえ、駿東伊豆地区の消防救

急の広域化を実現するための協議を行い、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための広

域消防運営計画を作成することを目的として、地方自治法第252条の２第１項の規定により、

規約を制定し、駿東伊豆地区消防救急広域化協議会を設置するものであります。 

  詳細につきましては、消防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。 

○副議長（飯田桂司君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） それでは、ただいま提案されました議案第46号 駿東伊豆地区

消防救急広域化協議会の設置に係る協議について御説明させていただきます。 

  議案第46号 駿東伊豆地区消防救急広域化協議会の設置に係る協議について。 

  東伊豆町は地方自治法第252条の２第１項の規定により、別紙規約のとおり駿東伊豆地区

消防救急広域化協議会を設置するものとするものでございます。 

  恐れ入ります。１枚おめくりいただいて、駿東伊豆地区消防救急広域化協議会規約をごら

んください。 

  第１条は、協議会の設置について定めるもので、消防組織法第34条第１項の規定に基づ

き、広域消防運営計画を作成するため、地方自治法第252条の２第１項の規定に基づき、協

議会を設置するものです。 

  第２条は、協議事項について定めるもので、広域消防運営計画の作成に係る事項等を協議

及び調整することを協議事項と規定したものです。 

  第３条は、事務所の位置について定めるもので、沼津市に置くとしたものです。 

  第４条は、協議会の組織を定めるもので、各関係市町の長を委員とし、７人をもって組織

するもので、その身分は非常勤とするものです。 

  第５条は、役員について定めるもので、選任方法を委員の互選によるとしたものです。 

  第６条は、役員の職務について定めるもので、会長は会務を総理するものとし、第２項で

は、会長に事故等があったときは、あらかじめ指名した副会長が職務を代理するものとし、

第３項では、監事は会計を監査し、会長に報告するものとしたものです。 

  第７条は、参与について定めるもので、必要な助言及び意見を聞くために参与を置くもの

とし、第２項で静岡県危機管理監及び下田地区消防組合管理者を充てるとしたものです。 

  第８条は、協議会の会議について定めるもので、会議は会長が招集するものとし、第２項

では、委員の３分の１以上の請求があった場合に会議を招集しなければならない旨、第３項

では、会議日程等についてあらかじめ関係者に会長が通知するものとしたものです。 

  第９条は、会議の運営について定めるもので、会議は委員の半数以上が出席しなければ開

催することができないものとし、第２項では、会長が会議の議長を務めること、第３項では、

会議の運営に関し必要な事項は会長が別に定めるとしたものです。 

  第10条は、委員以外の者の出席について定めるもので、会長は必要に応じて会議に委員



以外の識見を有する者の出席を求め、意見を聞くことができるものとし、第２項では、会長

は必要に応じて関係職員等を出席させ、説明を求めることができるとしたものです。 

  第11条は、幹事会について定めるもので、協議会に提案する事項について協議又は調整

するため、協議会に幹事会を設けるものとし、第２項では、幹事会の組織及び運営に関する

事項は会長が別に定めるとしたものです。 

  第12条は、事務局について定めるもので、協議会の事務を処理するため、協議会に事務

局を置き、第２項では、事務局の組織及び運営に関する事項は会長が別に定め、第３項で、

事務局に従事する職員は関係市町が定めるとしたものです。 

  第13条は、経費について定めるもので、協議会に要する経費は関係市町の負担金及びそ

の他の収入をもって充てるものとし、第２項では、関係市町の負担割合は関係市町の協議に

より定めるとしたものです。 

  第14条は、財務に関する事項について定めるもので、協議会の予算の編成、現金の出納、

その他財務に関し必要な事項は会長が定めるとしたものです。 

  第15条は、報酬及び費用弁償について定めるもので、第10条第１項の規定により協議会

に出席する者に対して報酬の支払い及びその職務のために要する費用の弁償を行うことがで

きるものとし、第２項では、報酬及び費用弁償の額並びに支払い方法は会長の所属する市町

の例によるものとしたものです。 

  第16条は、協議会の解散の措置について定めるもので、協議会が解散した場合は協議会

の収支は解散の日をもって打ち切り、会長が決算するものとしたものです。 

  第17条は、補則について定めるもので、この規約に定めるもののほか、協議会に関し必

要な事項は、会長が定めることができるとしたものです。 

  附則といたしまして、この規約は平成25年11月１日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） これ市町村合併の法定協議会と同じものをやろうとしているわけで

ございまして、そういう点では、消防業務の統合・合併という点で極めて重要な会議になる

というふうに理解をしておりますが、問題はやはりこの広域化協議会に臨むについて、東伊

豆町はどういう姿勢でこの協議会に臨むのかということが、極めて私は大事じゃないかとい



うふうに考えておりまして、町長についてはそのお考えを伺いたいと思います。 

  もう一点、事務的な確認で消防長のほうで結構だと思うんですけれども、この消防の協議

会については、新たにいわゆる45万人の一部事務組合による消防組合をつくるということ

が目的になっているわけですから、今後一部事務組合ができた暁には、当然ここでいろいろ

言われておりますけれども、消防力について再編、見直しという言葉が随所に出てくるんだ

けれども、この見直しについて言えば、いわゆる人口45万人を基準とした消防力の整備指

針が適用されるというふうに考えられますけれども、そういうふうに考えてよろしいですか。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずこのやつは、今、山田議員が言ったように４市３町、町で言えば

合併協議会、法定協議会、それと全く同じです。基本的には４市３町で一緒に消防広域をや

りましょうという話し合いをしましょうという協議会を立ち上げる件の上程でございます、

議案でございます。 

  そういうので、町といたしましての考えは、当然消防の広域をやることによって町が不利

益になることは差し控えないと、これは絶対ならない。そういう考えで、この法定協議会に

立ち向かう覚悟でございます。その中ではもう消防の広域、これによって私はメリット、デ

メリットは当然出てくる中で、メリットのほうが多いのではなかろうかと私は考えておりま

す。そういう中で、この法定協議会の中に入ったときは、この東伊豆町が不利にならない方

向、その方向で全面的に協議会に立ち会いたい、そういう気持ちで臨みたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 山田議員の御質問、新しく一組ができ上がって、人口45万人の

人口規模となったときの消防力の見直しはどうなのかというところでございますけれども、

消防力の整備指針に基づいて、各市町がその消防力を整備していくという中で、一組につき

ましては、新たな組合が１つの市町村という単位で考えられますので、45万人の中での整

備ということになります。 

○副議長（飯田桂司君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） そうすると、町長ね、よく私は注意していかなければいけない問題

がそこにあるんですよ。というのは、この広域による、整備指針による、いわゆるマジック

といいますかね、ということが起こり得るんですね。というのは、今うちの町で消防車２台

なり、救急車２台持っていると、工作車、はしご車のことです。こういう状況が、今度45



万人の町という単位で消防力の整備指針から見たときにどうなるかということだと思うんで

すよ。 

  そうすると、今５本部８消防署11分遣所、出張所というのが今の３市４町の体制なんで

すよね。これはいわゆる19署、出張所と消防の基点があるわけなんですよ。しかし、国の

消防力の整備指針で見ると、これは人口でいくと、基本的には９署から10署でいいんだと、

１つの指針ですから、あくまでも。しかし、そういう問題になるんです。消防ポンプ車が現

状で34台あるんだけれども、国の整備指針では14台、人口45万人であれば14台プラスアル

ファなんですよ。救急車が現状24台なんですが、人口30万人を超える市町においては、６

万人につき１台の救急車があればいいというのが国の整備指針ですから、８台ぐらいあれば

いいと。これは昼間の人口だとか、細かいちょっとプラスアルファの計算軸は外しています

から、ただ単純に６万人に対して１台だという整備指針の部分で見ると、そういう問題があ

る。工作車も現状９台なんですけれども、本署の数ということになると、当然それが最終的

に５台とか、そういうふうに減っていくと。 

  45万人という、この大きな行政単位の中で消防の問題に取り組むんだけれども、東伊豆

町自身で言えば、約３％ですよね。１万3,500人の東伊豆町というのは、この中ではわずか

３％、これが多少事情が似通っている伊東市を入れても、この45万人の中ではわずか19％

ぐらいの比重しか占めないという問題なんですよね。 

  そうしますと、さっきの広域化の視点の数というのは、これは指針の数字をそのまま当て

はめて言っているんだけれども、当然昼間人口だとかいろいろな防火対象物の問題だとかっ

て加味されるものがあるんだけれども、しかし今まで町長言っていたように、28年に広域

化が進んで当分は恐らく現状変わらないんですよ。恐らく消防長という職務がうちの町から

はなくなって、消防所長ぐらいのものが存在をして消防ポンプ車であり、救急車の数は変わ

らないんですよ。 

  しかし、その後の問題についていうと、やはりこれ全部読んでいくと、正直に書いてある

んですよね。皆さんからいただいた資料ではね。広域化の当初は混乱を招かない方策として

時期を見て組織体制を随時見直し効率化を図るということで言えば、町長、合併と同じなん

ですよ。大体これ見ていくと平成32年ぐらいまではそのままなんです。変わらないんです。

しかし、32年以降はいわゆる一組の中で再編見直しをしていくと。例えば、我が町の消防

署も、当然もう30年を超えてくるよと。じゃ老朽化がしてきて建てかえどうするんだとい

うような問題が出てくる。伊東でも恐らく本署以外はほとんど古いですから。そういう中で、



統合だとかいろいろな問題が出てくるということも、これは書いてあるわけですよ。これは

ほかの皆さんからお渡しいただいた資料でも全部そうです。 

  だから、いわゆる町長が言っている４市３町でいえば、東伊豆町も１町として７人の中の

１人として話し合いをする段階では、そういう話は出てこないんですよ。一部事務組合がで

きた段階で、わずか３％の状況に陥った段階で、こういう再編見直しは実際手がついてくる、

動いてくるというのが今回非常にこうかつに、巧妙に仕組まれているところではないかと。 

  だから町長、不利益ということは僕はどこのところが不利益だというふうに考えるのかわ

かりませんけれども、しかし、一部事務組合ができたときに、わずか１万3,000人の町に消

防ポンプ車が２台あって、救急車が２台あるということが本当にそのまま通るんだろうかな

というような問題というのは、非常にそれは心配しますよ、問題として。 

  防災の問題で考えれば、防災も消防もそうなんですけれども、現実問題としては、科学消

防車とかいろいろなはしご車、高精度の機械が沼津にあっても、現実やはり中伊豆バイパス

や亀石峠を通って火災活動だとか、やはり災害時に対応してくれるという確率というのは非

常に低いと思うんですよ。そうしますと、消防として、例えば東伊豆、河津はこの全体計画

の中では、完全に山を隔てた隔絶された地域ですから、いわゆるそこにおける方面本部とい

うようなものも含めて、全体の中でやはりこの消防力をこの地域の中にしっかり守るという

戦略なり、目標を持っていかないと話の流れの中ででき上がった段階で、その後がどうなっ

ていくのかわからないと。変な話が丸腰で話し合いはできないということなんですよ、町長。 

  こういうやはり、これはさっきの整備指針は100％じゃないけれども、加味することがあ

るけれども、現状の消防力、人員整備が54.9％ということで不足しているんだというやつ

が、45万のこの一部事務組合ができた途端に職員の充足率200％ということになって、ここ

の消防は職員が多い消防だということになってくるんですよ。だから、効率化やいろいろな

配備を見直しという問題が生じるというのが、私はこの皆さんからいただいた資料を読む限

りにおいては、そういうことが当然加味されるものが、プラスアルファがあると思いますけ

れども、そういうことに対して十分警戒をして、我が町がこれに参加するについてのしっか

りとした戦略を持っていかないと、ただ話し合いに行って何となくできましたと言った暁に

は、平成32年以降、消防署が分遣署に格下げどころか、出張所ぐらいになっちゃうんだと

いうことだってあり得ないともいえないような状況ではいけないわけで、そのための広域化

計画、また運営計画とかいうものを策定するんでしょうから、そこに対して町が何を発言を

し、どういう消防力を維持していくのかということをはっきりさせないと、この話し合いに



ただ行けばいいよいいよということで、町長言われるように、もしかしたらメリットは、そ

れは人員を減らし、消防ポンプ車や救急車を減らせるわけですから、単純に、だけれども、

それは沼津や何かの消防を減らして東伊豆の消防署のポンプ車や救急車が減らないなんてい

う保障は何もないわけですから、だからこそどういうふうにこの話し合いに臨むのか、今国

がやろうとしているＴＰＰだってそうですよ。じゃどうやって日本の農業を守りながらやっ

ていくのかということと同じような問題で、やはり町の考えがしっかりなければ、通すべき

意見を通さなければ、やはりこの協議会から離脱するぐらいの気持ちで行かなかったら簡単

じゃないんじゃないかということを私は非常に懸念するんですが、それは私が心配し過ぎで

すか。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 確かに、山田議員は心配し過ぎだと私は思います。 

  これは当然そんな法定協議会がいろいろ話し合うべき問題でなくて、ただ法定協議会を立

ち上げた中でそういうことが話し合う。そういう中で、山田議員、指針のことを言いました。

これはあくまでも指針であります。それだって、地理的な状況、要するに我々と伊東、これ

は同じです。ただし、高さが違ってきます。そういう地域性を考えた中で、また指針も見直

さなければ、私はならないと考えておりますもので、当然その指針が全てではないと私は考

えております。 

  そういう中で、山田議員が結構、平成32年ごろ、下田市消防組合、合併することを大変

危惧しておりますけれども、私はなぜ今回残ったかといいますと、４市３町に。基本的に、

町は平成32年下田市が来るのは、完全に吸収合併ですよ、はっきり言いまして。何も言え

ません。基本的には４市３町の中に下田市が来るのは吸収合併してきますので、強い立場で

はありません。基本的にはこの４市３町のほうが下田市消防組合にこのようなしなさい。は

っきり言って吸収合併ですから、いろいろ条件をつけます。そういう中で、当然そのときに

は東伊豆町は不利にならないような立場、これは十分もう首長としてやらなければならない

し、また当然そのときは一部事務組合ができておりますもので、当然議員の方々も行ってお

ります。そういう中で、当然東伊豆町の議員の方、頑張ってもらった中で、この東伊豆町が

そういうふうにならない。そのような方法で私はやっていただきたいと思いますし、このい

ろいろなそういう心配事はありますけれども、心配を触れ合った中で一歩踏み込んでよりよ

い広域、さらには東伊豆町が生き残る、そういう道をまた探す、模索しなければならないと

考えておりますもので、何しろ法定協議会を立ち上げたのは、東伊豆町は一歩も引かない、



そういう心組み。また離脱という言葉が出ました。離脱大変厳しいです。もし、本当に東伊

豆町が100％不利ならば、これはもう離脱です。離脱せざるを得ないと考えております。そ

の辺、やはり４市３町の中で、基本的には某自治体とかも、この賀茂郡の財政の悪いところ

は見るのも嫌だという中で、離脱した中で今この状況でございます。そういう中で、やはり

妥協できるところは妥協しながら、この法定協議会の中でなるべくまとめていきたい、そう

いう気持ちでございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 山田議員の整備指針の関係でございますけれども、整備指針とい

うのは、いわゆる１つの市町村の中から人口規模であるとか防火対象物の数であるとか、危

険物施設であるとか、いろいろな要素から車両台数等を算出いたします。 

  基本となるのは、消防車両あるいは消防署所の数につきましては、いわゆる人口１万人以

上の市街地を基準として考えますので、いわゆる沼津周辺の市街地、連続したところであり

ますと、市街地というものが変わってきます。沼津市で考えていたものが、例えば清水町を

連続した市街地として考えれば、人口規模が変わってきますのは、そこは１つの市街地とし

てポンプ車、あるいは消防署所の数というものが算出されます。 

  当町におきましては、当町にも市街地、いわゆる市街地というのが建蔽率が10％以上で

あって、人口が１万人以上というものの定義がございますけれども、実際稲取でも人口は１

万人以上ありません。そこに流動人口であります観光客の数を加えて算出するという手法も

ございます。そんな中で、署は１署、あるいはポンプ車が２台という出し方をいたします。 

  もう一つは、救急車につきましては、これは市街地規模で算出するものではございません

で、人口規模で算出いたします。先ほど山田議員が言われた９台というのはちょっと誤りで

あると思います。というのは、15万人以上の都市にあっては、15万人以下であれば５台、

15万人を超える場合にあっておおむね６万人に１台ごとですので、45万人ですと20台とい

う計算になると思います。 

  それらが、市街地が変わっていくとだんだんと整備指針の見直しが出てくるかもしれませ

んけれども、当町のように、いわゆる都市と都市が隔たってある都市につきましては、伊東

市と１つに見るということが難しい状況もございます。 

  １つは、消防車が出動して火事現場に着いたときに何分ぐらいかかるのかというところが

ありまして、というのは、科学的に出した時間というのがございまして、延焼拡大の危険が



大きくなるのは何分になるので、その範囲を出動範囲としましょうという根拠がございます。 

  もう一つは、救急車に関しましては、やはり現場に到着する時間が短ければ短いほうが救

命率の向上というのがありますので、全国平均が今８分ぐらいだったと思います。119番が

受信してから現場へ到着するまで、それが20分になった、30分になったという場合には救

命率というのが大分下がるわけで、そういった状況の中で救急車を減らしたり、救急車２台

あるものを１台にしたりというものをやはり好ましくない、住民サービスの低下になるとい

うことがございますので、地域の実情に応じてそれらを整備するというものも配慮されてお

りますので、そういったところからやはり広域化になって再編する場合についても、消防力

の整備ということに関しましては、各市町で責任があるものでございますので、この辺は強

い整備を要望していくということでいかなければ、住民に対しても十分な理解が得られない

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（飯田桂司君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 消防長の説明を聞いて少し安心はしたんですけれどもね。 

  やはり町長、でも全体として、消防長がさっき言いました救急車なんかでも15万人で５

台でさ、残り30万人で６万人で割ると５台ぐらいで、10台ぐらいで、余り変わらないんじ

ゃないかなと僕は思うんだけれども。 

  いずれにしましても、非常にこの田方との広域、田方、沼津地域との広域のリスクという

のは、伊東、東伊豆というところはやはり地域的に隔だっていると。その今言われたような

市街地が連続している地域でないという特殊性、また昼間人口、また夜間人口、また来遊客、

そこを通過する人たちの数が、また沼津は変わらないんでしょうけれども、伊豆市、伊豆の

国市なんかとは大きく違う状況がある。そのやはり特殊性も含めてしっかり議論もし、その

中で今必要な消防力をしっかり整備させるということが全体としてなければ、これはやはり

本当に沼津の市会議員やなんかの皆さんから見れば、すごいあると思うんですよ。今沼津で

ある消防署、５つぐらいの消防署からしたら、恐らく３つぐらいにもしかしたら減るかもし

れないと、このことによって。そういうところからしたら、何で俺たちのところは減って、

人口１万3,000人の東伊豆はそのままなんだ、ないしまた救急車もそういう形で配備してい

るんだということが当然出てくるわけですから、この広域化の運営計画等の、その新しい消

防の人のグランドデザインの中にしっかりこの伊東や東伊豆の観光地、または市街地が連続

していないんだというところの特殊性をしっかりそれに組み込むことが最初からできなけれ



ば、増してこの広域協議会の中で町長なりが、これ町長しか言う人いないんですから、合併

のときは議員も出ていたんですけれども、今回は議員もいないわけで、町長がそのことをし

っかりと言って、議事録にそういうことも載っかり、沼津やいろいろな方々もそのことをし

っかりと同調していただくということを言質とっていかなかったら、これは後々までこうい

う問題がもめてくるわけですよ。国としての整備指針というのは、そういう数字の、言えば

官僚がつくった机上のある面計算の部分もあるわけですから、これが沼津、田方のほうでは

大きく減る、しかし伊東や東伊豆は減らさないというような、もし町長言うようなことにな

れば、そういう事態だって起こり得るわけですから、そのための理論的な根拠をしっかりと

した位置づけというものを東伊豆町がちゃんとして会議の中で主張をし、そのことについて

のコンセンサスを得るという努力を格段にしませんと、この計画自身がやはり東伊豆町にと

っては、後々において大変厳しいものになってしまうという危険性がぜひないように対応す

るということが必要だと思うので、その辺ぜひ消防長も含めて、ぜひしっかりとした対応に

ついてよく協議をして戦略も立てて話し合いはやっていくと、これはもう公式な会議に行っ

て皆さんが発言されることですから、我々は発言できないんですよ、町民もできない、議員

も誰一人できないわけですから、町長が全てそれを責任を担うわけですから、その取り組み

については、ぜひ必要な限り、議会にも御報告もして開示していただきたいなというふうに

私は思います。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員の御心配もごもっともで、私も責任重大だと。そういう中で、

今言ったように、伊東との連携、これは絶対しなければならないと考えております。まず伊

東との連携した中で、この伊豆半島東側が不利にならないように、伊豆半島と連携はしてい

きたい。ありがたいことに、確かに山田議員が言ったように、沼津市の職員とか、そういう

ものが結構不満があると思います。しかし、首長の中ではこれをまとめようという中で、そ

ういう職員の不満を抑えた中で、各バランスよくやりましょうという話し合いがなっており

ます。ただあと沼津が区が３つになって、伊豆半島の地域性が残る。そういうことは十分考

え、何しろ首長さん、いい報告でまとめようと言ってくれておりますもので、当然その話し

合いの中で重大な危機に立った場合は、当然議会の皆さん方に相談しながら、この東伊豆町

はこういきたいんだと、皆さんはどう考えますかと。これは当然皆さん方の考えを聞いた中

で、この東伊豆町を運営していかなければならないと考えています。 

  この法定協議会を立ち上げると、本当に責任のある協議会でございますもので、その辺は



真摯に今、山田議員が言ったことは受け止めて、この協議会に立ち会っていきたい、そう考

えておりますもので、ひとつよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 済みません。先ほどの答弁した中でちょっと誤りがありましたの

で、訂正させていただきます。 

  救急車の台数でございますけれども、10万人以下につきましては５台に、それを超えた

部分、15万人以上を超えた部分につきましては、おおむね６万人ごとに１台ということで

ございますので、山田議員が言われたように10台ということでございます。 

  よろしくお願いします。 

○副議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○副議長（飯田桂司君） 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） 

○副議長（飯田桂司君） 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46号 駿東伊豆地区消防救急広域化協議会の設置に係る協議についてを

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） 

○副議長（飯田桂司君） 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６ 議案第４７号 財産の交換について 

◎日程第７ 議案第４８号 財産の無償譲渡について 

○副議長（飯田桂司君） 日程第６ 議案第47号 財産の交換について及び日程第７ 議案

第48号 財産の無償譲渡についてを一括議題とします。 



  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） ただいま一括上程されました議案第47号及び議案第48号について順

次提案理由をさせていただきます。 

  最初に、議案第47号 財産の交換について。 

  下記の土地を交換することについて、地方自治法第96条第１項第６号の規定により議会

の議決を求める。 

  １、交換の方法。等価交換。 

  ２、交換に付する土地の所在地、種別、数量。東伊豆町稲取2968番地１、雑種地2,403平

方メートル及び同番地２、雑種地189平方メートルの２筆で合計2,592平方メートルです。 

  ３、交換の相手方及び土地の所在地、種別、数量。東伊豆町稲取352番地１。田町区町内

会。交換する土地は、東伊豆町稲取3020番地１、原野4,013平方メートルです。 

  資料としては、図面を添付いたしましたので、参考にしていただきたいと思います。 

  次に、議案第48号 財産の無償譲渡について。 

  下記の土地を無償で譲渡することについて、地方自治法第96条第１項第６号の規定によ

り議会の議決を求める。 

  １、土地の所在地、種別、数量。東伊豆町稲取3020番地の１、原野4,013平方メートルで

田町区町内会との交換予定地であります。 

  ２、譲渡の相手。神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎２丁目２番３号。医療法人社団、康心会。理事

長、大屋敷扶志枝。 

  ３、譲渡の条件。譲受人は譲り受けた土地を伊豆東部総合病院改築用地として使用し、町

の許可なく地域医療施設としての使用を取りやめたときは、町に無償で返還する。 

  提案理由を申し上げます。 

  行政報告で申し上げましたが、地域医療環境維持の懸案事項でした伊豆東部総合病院の存

続が具体化しましたので、特段の御尽力をいただいた田町区町内会及び医療法人社団康心会

からの要望に沿うための必要な措置を図るものであります。 

  これらの措置は、伊豆東部総合病院の撤退の懸念を受け、存続経営を望む地域住民の皆様

9,392人の嘆願署名などにより現在地に用地を取得し、新病院を建設し、地域医療活動の継

続を決断された康心会並びに土地所有者の田町区町内会が、長年にわたり地区の先覚者が守



り残してくれた財産に苦渋の決断が求められ、一部を除き売却が決定いたしました。また、

田町地区町内会が先人の方々のこれまでの尽力に報いるため、売却から除いた土地を町有地

と交換し、少しでも不動産として財産所有をしたいとの意向に沿うための措置でありますの

で、御了解をいただきたいと思います。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○副議長（飯田桂司君） これより議案第47号及び議案第48号の質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） まず、議案第47号の財産の交換についてなんですが、これに関して、

交換の方法が等価交換というふうになっておりますけれども、この等価交換の等価というこ

との概念といいますか、証明、これはどんなふうにされるのか、その点ちょっと承っておき

たいと思います。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 等価交換の証明書はございません。基本的には町がこの病院が撤退し

たら困るという、さっき言ったように9,300何名の方の署名をいただきました。これはもう

政治的決断でございます。基本的には、東部さんが逃げたところから行ってしまった中、困

る中で田町区さんが、町内会様が苦渋の決断で売ってもいいよという中で、基本的には金額

は多少違う……、等価交換という中でやったというのが現状でございますもので、この辺は

御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） そのような強い思いで、また町民の強い願いで、今回こういった等価

交換等を行い、また田町のほうの協力も得たということかと思います。これは、その辺の説

明も今までも全協等もいただいたんですが、例えば町と、それから田町区の間で全部これ納

得できたというふうにいっても、まだまだ町民のコンセンサス得ない場合もあるし、そうい

う点で、私が提案したのは、以前それを客観的に証明する意味では、例えば不動産鑑定士で

すか、そういったものを入れて、これはこういう点で等価であるということが必要だったん

ではないかというふうに思うわけです。 

  もう一つ、等価で、土地といいましても、例えば南向きであるとか、北向きであるとか、

これは道路づきがいいとか、幾つかあるわけですから、面積だけじゃなくて幾つかあるわけ



で、その場合は、もしそうじゃない場合は差金が生じるんじゃないかと思うんですが、その

辺は差金も生じたのかというその不動産鑑定士入れたのかということと、差金が生じたかと

いうことをちょっと承りたいと思います。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは先ほども政治的決断の中で、本当、藤井議員は町民のコンセン

サスを得たかと言いますけれども、町民の嘆願書が9,300、もう１万、半数以上、６割近く

もっといっていますからね。もうそれだけの方が、この東部総合病院がこの町に残ってほし

いという中で要望があったわけですよ。 

  そういう中で、当然等価交換、そうでなくても基本的には町としてはそういう要望を聞い

た中で、できるだけこの町に残してほしい。そういう中で、等価交換した。不動産鑑定士は

入れておりません。そういう中での。 

  あと、差金ということは一切考えておりません。 

  以上でございます。 

○副議長（飯田桂司君） ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） それでは、ただいまの件はともかくとしまして、多少強い住民からの

要望があったということと、また町の土地を動かしているということに関しては、これは本

当に慎重でならなくてはならないと思うので、その点で、私は念には念を入れて、町民がみ

んな納得できるような売却なり、交換なりすべきだという意味で、客観的な不動産鑑定士

等々にも、多少お金がかかっても、これは大きな金額じゃないはずですから、入れるべきだ

ったんじゃないかという思いで質問させていただきました。 

  それから、この48号の財産の無償譲渡についてなんですが、これに関しては、もう契約

書は締結されたんでしょうか。 

○副議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然契約はこの議決をいただいた段階で契約するのが筋でございます。 

  それより、藤井議員が、また心外なのは町民の納得していないということは、ちょっとい

かがなものかと。要するに、町民が何しろ東部総合病院残ってほしいという中で、区町会の

方々も動いてもらった中で、9,300集めた中で、これはほとんど町民の要望だと私は考えて

おります。もしそういう町民がいましたならば、また私のほうに連れてきていただければ大

変ありがたいと。それから、事情説明いたしますもので、そういう町民がいたならば、また

私に紹介していただければ、私はその説明いたしますので、よろしくお願いいたしたいと思



います。 

  以上です。 

○副議長（飯田桂司君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより議案第47号 財産の交換について討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（飯田桂司君） 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47号 財産の交換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） 

○副議長（飯田桂司君） 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。 

  次に、議案第48号 財産の無償譲渡ついて討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（飯田桂司君） 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48号 財産の無償譲渡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） 

○副議長（飯田桂司君） 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４９号 財産の取得について 

○副議長（飯田桂司君） 日程第８ 議案第49号 財産の取得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） ただいま上程されました議案第49号 財産の取得について提案理由

を申し上げます。 

  現在、消防団第６分団において使用しております消防ポンプ自動車は購入から25年の経

過により、ポンプ等に老朽化が進み、消防活動に支障を来すおそれがあるため、これを更新

し、地域消防力の充実強化を図るものであります。 

  去る８月20日執行された指名競争入札により、ジーエムいちはら工業株式会社と仮契約

を締結したものを本契約としていただく内容であります。 

  詳細につきましては、消防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。 

○副議長（飯田桂司君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） それでは、ただいま提案されました議案第49号につきまして、

朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  議案第49号 財産の取得について。 

  下記のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

８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（昭和39年東伊

豆町条例第83号）第３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。 

  記。 

  １、購入する財産及び数量。消防ポンプ自動車１台。 

  ２、契約の方法。指名競争入札。 

  ３、取得金額。1,575万円。 

  ４、契約の相手方。東京都台東区浅草５－４－２、ジーエムいちはら工業株式会社、東京

営業所所長、光野元彦。 

  財源内訳につきましては、事業費の３分の１を県の大規模地震対策等総合支援事業費補助

金により、残りの75％を地方債、25％を一般財源をもって取得いたします。 

  １枚おめくりください。 

  物品売買借契約書の写しを添付してございます。 

  次に、車両概要について御説明いたします。 

  恐れ入ります。もう１枚おめくりください。 

  参考資料をごらんください。 



  型式は消防庁認定の消防ポンプ自動車、専用車種、ＣＤ－１型で、日野自動車株式会社の

平成25年製造のものといたします。 

  乗車定員につきましては８名、車両総重量を５トン未満とし、普通自動車運転免許証によ

り運転可能な車両といたします。 

  主な艤装項目といたしまして、ポンプはＡ－２級の性能とし、ボタン操作による自動揚水

装置、無給油式の真空ポンプ、リモートコントロール操作による照明装置などを装備してお

り、迅速な消火活動に対応できる仕様といたしております。 

  次のページには、日野消防自動車のカタログコピーを添付いたしました。御参考にごらん

いただければと思います。 

  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。 

○副議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） このジーエムいちはら工業というのは初めて聞くメーカーでね。う

ちの町のやつの場合は、日機さんとか森田製作所というのがいつも出てきて、ここしかない

のかなというふうに思っていたので、そういう以外のところが出てくることは別に悪いとい

う必要はないんですけれども、いろいろ納入実績等の問題等についてはどのような会社であ

るのか、多少ネットで私も会社の状況は見ていますけれども、県内のやはりその納入実績

等々、評価等、町が契約する相手方として正当な会社だというような客観的な資料はござい

ますか。 

○副議長（飯田桂司君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 今回指名入札を行うに当たりまして、当然これまで参加をしてき

ました日本機械工業さんが当然入ってくるわけでございますけれども、先方のほうで入札の

指名参加願を出し忘れたということがございまして、当然うちの町の指名委員会に上がった

中で、入札業者として加えることができないという中で、日本機械工業を除いた４社で入札

をいたしました。それで結果、ジーエムいちはらが入札したわけでございますけれども、ジ

ーエムいちはらさんにつきましては、購入実績が平成23年度に県内２台、平成24年度につ

きましては、５台の消防自動車の納入をしております。 

  当町におきましては、初めての契約でございますけれども、状況としてはそのような業者



ということでございます。 

○副議長（飯田桂司君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） そうすると、仮契約書の中で６条にある瑕疵担保の問題のところで

言えば、保証期間が１年間というような保証になっているんじゃないかと思うんですよね。

本当に１年でいいのかなと、普通今そんな１年の車なんていうものはそう買わないよという

話も。当然車種の部分で言えば、日野自動車さんだということですから、艤装や何かのとこ

ろも含めて、１年の保証じゃなくてもう少しロングの保証というものを設定してもよいので

はないかなというふうな、ちょっと感じを私はこの仮契約書を見た段階ではちょっと思いま

したね。 

○副議長（飯田桂司君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） この契約書につきましては、いわゆる県のひな型からそれを使用

しているということもございまして、これまでにもこういった契約内容でやってきたという

ことと、とりあえず消防自動車、機器等の保証期間というのは通常１年間という中でありま

すので、それの中で契約をしているということでございます。 

  よろしくお願いします。 

○副議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（飯田桂司君） 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） 

○副議長（飯田桂司君） 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49号 財産の取得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） 

○副議長（飯田桂司君） 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５０号 損害賠償請求事件の示談について 



○副議長（飯田桂司君） 日程第９ 議案第50号 損害賠償請求事件の示談についてを議題

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） ただいま上程されました議案第50号 損害賠償請求事件の示談につ

いて提案理由を申し上げます。 

  平成24年３月24日、東伊豆町白田1631番地６、新稲取第二中継ポンプが発生した擁壁崩

落事故に対して施設管理者である東伊豆町が、農地の物件補償に係る費用を賠償するため、

地方自治法第96条第１項第13号及び東伊豆町水道事業の設置に関する条例第８条の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。 

  詳細につきましては、水道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。 

○副議長（飯田桂司君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） ただいま提案されました議案第50号 損害賠償請求事件の示談

について御説明させていただきます。 

  この損害賠償につきましては、新稲取第二中継ポンプ場での擁壁崩落事故により、農地に

損害を与えたものに対しまして、その復旧にかかる費用を賠償するものでございます。 

  本年３月定例会で農地復旧と損害調査にかかる費用につきましては、議決をいただき、既

に賠償済みとなっておりますが、このたび残る物件補償につきましても、承諾が得られまし

たので、相手方と示談を成立させるため提案するものであります。 

  それでは、示談の内容について申し上げます。 

  示談の相手方の住所及び氏名はごらんのとおりであります。 

  内容につきましては、農地の物件補償にかかる費用一式270万3,479円を支払うものでご

ざいます。 

  当ポンプ場の事故による損害賠償につきましては、本件の示談をもちまして全て完了とな

ります。 

  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いたし

ます。 

○副議長（飯田桂司君） 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） 

○副議長（飯田桂司君） 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） 

○副議長（飯田桂司君） 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50号 損害賠償請求の示談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） 

○副議長（飯田桂司君） 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。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○副議長（飯田桂司君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時０８分 
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開議 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、こんにちは。 

  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３回定例会第４日目は成立したので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 



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

 

◎議事日程の報告 

○議長（鈴木 勉君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いた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 議案第５１号 平成２５年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案第51号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第

６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51号 平成25年度東伊豆町一般会計

補正予算（第６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１億272万1,000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を49億7,790万円とするものでございます。 

  歳入の主な内容を申し上げますと、算定事務が完了し、交付決定いたしました普通交付税

と臨時財政対策債の増額、また片瀬地区の森林環境保全整備に対する県補助金や林道片瀬大

付線の災害復旧にかかわる国庫補助金並びに災害復旧債の増額、さらに観光振興対策需要に

対する観光施設整備費補助金や町債を計上しております。 

  寄付金につきましては、５件の御浄財が寄せられましたので、それぞれの目的に沿って有

効に活用させていただくことといたします。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、片瀬地区森林環境保全整備業務委託料を計上し、

植林並びに有害鳥獣の侵入防止柵を設置いたします。 

  また、去る７月11日に林野庁の災害査定を受けた林道片瀬大付線の災害復旧工事費を計

上させていただきました。 

  さらに、観光振興対策といたしまして、文化公園のイルミネーション整備工事やジオパー



クビジターセンター整備工事及び細野高原イベント事業費補助金等を計上し、地域経済対策

としてリフォーム振興事業補助金を増額措置いたしました。 

  必要な財源配分を行った後に余剰財源につきましては、財政調整基金への繰り戻し措置を

させていただきましたので、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（鈴木 勉君） 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51号 平成25年度東伊

豆町一般会計補正予算（第６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６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１億272万1,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億7,790万円といたします。 

  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。 

  （地方債の補正） 

  第２条 既定の地方債の変更は「第２表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、８ページ、９ページをお開き願います。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  11款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税、補正前の金額に9,030万1,000円を

追加し、９億7,030万1,000円といたします。１節地方交付税、細説１の普通交付税9,030万

1,000円の増は、交付税の本算定による確定に伴う増であり、主な要因といたしましては、

基準財政収入額では固定資産税の土地における時点修正による減や償却資産における大規模

課税客体の減価償却に伴う減、また町民税の所得割における課税人数や所得の落ち込みに伴

う減であります。また、基準財政需要額におきましては、地方公務員の給与に要する経費に

ついては、全体的に減となったものの保健衛生費や高齢者保健福祉費などの増額及び新設さ

れた地域の元気づくり推進費の改造等が主な要因でございます。 

  15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の金額に146万1,000

円を追加し、２億2,232万6,000円といたします。１節社会福祉費負担金、細説２障害者自

立支援給付費負担金146万1,000円の増は、補装具と給付費に対する負担割合に基づく国庫



負担金の増額であります。２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、補正前の金額から328

万3,000円を減額し、451万1,000円といたします。１節社会福祉費補助金、細説１地域生活

支援事業費補助金108万2,000円の増は、移動支援や青年後見制度利用などの地域生活支援

事業に対する国庫補助金の増額であります。２節児童福祉費補助金、細説１次世代育成支援

対策交付金436万5,000円の減は、制度改正に伴い国庫補助から県補助に変更となったため

減額するものであります。９目災害復旧費国庫補助金、補正前の金額に778万3,000円を追

加し、778万3,000円といたします。２節林業用施設災害復旧費補助金、細説１林業用施設

災害復旧費補助金778万3,000円の増は、林道片瀬大付線の災害復旧工事に対する国庫補助

金の増額であります。 

  10ページ、11ページをお開き願います。 

  16款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金、補正前の金額に791万円を追加し、

4,533万6,000円といたします。１節社会福祉費補助金、細説13保育対策等推進事業補助金

300万4,000円の増は、子供子育て支援事業計画策定業務委託料並びに保育士等処遇改善臨

時特例事業補助金に対する補助率10分の10の県補助金の増額措置でございます。細説14子

育て支援事業費補助金436万5,000円の増は、先ほど減額の説明をいたしました国庫補助金

から県補助金への変更分に係る増額措置でございます。４目農林水産業費県補助金、補正前

の金額に2,300万円を追加し、5,249万6,000円といたします。３節林業費補助金、細説３環

境林整備事業補助金2,300万円の増は、片瀬地区森林環境保全整備業務に対する補助率90％

の県補助金でございます。５目商工費県補助金、補正前の金額に950万円を追加し、9,731

万3,000円といたします。２節観光費補助金、細説４ジオパークビジターセンター整備事業

費補助金450万円の増並びに細説５文化公園イルミネーション整備事業費補助金500万円の

増につきましては、当該整備事業に対する県補助金の増額であり、補助率についてはビジタ

ーセンター整備で３分の２、イルミネーション整備で２分の１となっております。 

  14ページ、15ページをお開き願います。 

  18款寄付金、１項寄付金、１目民生費寄付金、補正前の金額に２万円を追加し、25万円

といたします。１節社会福祉費寄付金、細説１社会福祉費寄付金２万円の増は、奈良本の伊

豆ヘルスケア株式会社様からお寄せをいただいた御浄財であり、御意向に沿って社会福祉基

金へ積立措置させていただきます。３目一般寄付金、補正前の金額に249万5,000円を追加

し、1,244万5,000円といたします。１節一般寄付金、細説１一般寄付金249万5,000円の増

は、東伊豆町白田土地区画整理組合から寄せられました御浄財であり、今後のまちづくりに



活用されたいとの御意向に沿って財政調整基金へ積立措置させていただきます。10目ふる

さと納税寄付金、補正前の金額に13万円を追加し、63万円といたします。１節ふるさと納

税寄付金、細説１ふるさと納税寄付金13万円の増は、東京都八王子市の近藤貴様から２万

円、東京都大田区の加賀谷康之様から１万円、奈良本の中村栄之助様から10万円、それぞ

れ寄せられました御浄財であり、御意向に沿って社会福祉基金へ積立措置させていただきま

す。 

  19款繰入金、２項特別会計繰入金、４目介護保険特別会計繰入金、補正前の金額に437万

1,000円を追加し、437万1,000円といたします。１節介護保険特別会計繰入金、細説１介護

保険特別会計繰入金437万1,000円の増は、24年度決算確定に伴う一般会計への繰り戻し金

であります。３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額から6,964万8,000

円を減額し、１億1,509万円といたします。１節財政調整基金繰入金、細説１財政調整基金

繰入金6,964万8,000円の減は、今回の補正におきまして歳入予算及び歳出予算調整後の余

剰財源を繰り戻し措置いたした内容でございます。 

  16ページ、17ページをお開き願います。 

  22款町債、１項町債、２目商工債、補正前の金額に370万円を追加し、5,260万円といた

します。１節観光施設整備事業債、細説３文化公園イルミネーション整備事業370万円の増

は、当該整備事業に係る起債の増額措置であります。５目臨時財政対策債、補正前の金額に

1,704万円を追加し、３億4,704万円といたします。１節臨時財政対策債、細説１臨時財政

対策債1,704万円の増は、発行可能額確定に伴う起債の増額であります。９目災害復旧債、

補正前の金額に700万円を追加し、700万円といたします。２節農林水産業施設災害復旧費、

細説１農林水産業施設現年発生補助災害復旧事業700万円の増は、先ほどの国庫補助金と同

じく林道片瀬大付線災害復旧工事に係る起債の増額措置でございます。 

  次に、３歳出について御説明いたします。 

  20ページ、21ページをお開き願います。 

  ２款総務費、１項総務管理費、15目財政調整基金費、補正前の金額に249万5,000円を追

加し、1,244万5,000円といたします。事業コード１財政調整基金管理事業、25節積立金、

細説１基金積立金249万5,000円の増は、東伊豆町白田土地区画整理組合から寄せられまし

た御浄財を今後のまちづくりに活用するため財政調整基金へ積み立てするものであります。

２項徴税費、２目賦課徴収費、補正前の金額に684万6,000円を追加し、3,115万4,000円と

いたします。事業コード１賦課事業、13節委託料、細説２不動産鑑定評価委託料684万



6,000円の増は、評価がえに係る標準宅地の鑑定評価を実施するための増額措置であります。 

  22ページ、23ページをお開き願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者福祉費、補正前の金額に496万9,000円を追加

し、２億3,085万2,000円といたします。事業コード１障害者自立支援給付事業、20節扶助

費、細説１補装具等給付費、292万3,000円の増は、補装具の新規給付申請に伴う増額でご

ざいます。事業コード６地域生活支援事業、13節委託料、細説１移動支援事業委託料177万

円の増は、サービスの利用実績増に伴う増額措置でございます。９目介護予防事業費、補正

前の金額に232万9,000円を追加し、1,867万6,000円といたします。事業コード１介護予防

拠点施設維持管理事業、11節需用費、細説５修繕料、232万9,000円の増は、アスド会館プ

ールろ過器修繕のための増額であります。 

  24ページ、25ページをお開き願います。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額に309万5,000円を追加し、１億

4,031万4,000円といたします。事業コード１児童環境づくり事業、13節委託料、細説５子

ども子育て支援事業計画策定業務委託料、186万9,000円の増は、子ども子育て支援事業の

計画策定のための基礎調査に係る委託料の増額措置であります。この事業には10分の10の

県補助金が充当されております。事業コード４保育園事業、19節負担金補助及び交付金、

細説４保育士等処遇改善臨時特例事業補助金113万6,000円の増は、保育士の人材確保対策

を推進するため処遇改善に取り組む保育所に資金の交付を行うものであります。この事業に

も10分の10の県補助金が充当されております。 

  26ページ、27ページをお開き願います。 

  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435万7,000

円を追加し、2,657万3,000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、11節需用費、細説５修繕料、110万7,000円の増は、保健・福祉センターのエレベータ

ー及び温泉関連設備の修繕料を増額措置するものであります。 

  30ページ、31ページをお開き願います。 

  ５款農林水産業費、２項林業費、３目造林事業費、補正前の金額に2,640万円を追加し、

5,165万6,000円といたします。事業コード３森林環境保全整備事業、13節委託料、細説１

片瀬地区森林環境保全整備業務委託料2,640万円の増は、林道片瀬大付線周辺の保安林にお

いて、植林並びに有害鳥獣の侵入防止柵を設置するための委託料であります。この事業には

90％の県補助金が充当されております。 



  ６款商工費、１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額に210万4,000円を追加し、

3,022万1,000円といたします。事業コード１商工振興事業、19節負担金補助及び交付金、

細説３リフォーム振興事業補助金200万円の増は、今年度の申し込み実績に基づき、不足が

見込まれるための増額措置をするものでございます。３目観光費、補正前の金額に2,254万

2,000円を追加し、２億6,830万5,000円といたします。 

  32ページ、33ページをお開き願います。 

  事業コード１地域観光振興対策事業、15節工事請負費、細説１文化公園イルミネーショ

ン整備工事1,000万円の増は、県の観光施設整備事業費補助金を活用し、雛のつるし飾りま

つりに新たな魅力を持たせ、新規来誘客の獲得を図るため文化公園にイルミネーションの装

飾を施すものであります。19節負担金補助及び交付金、細説５細野高原イベント事業費補

助金378万円の増につきましては、秋のスキーイベント期間中のアクセス道路等の安全確保

のため、警備員配置に係る経費について補助金を増額措置するものであります。事業コード

２広域観光振興推進事業、15節工事請負費、細説１ジオパークビジターセンター整備工事

680万円の増につきましても、県の補助金を活用し当町のジオサイトの説明や案内、また宿

泊施設等を紹介することのできるビジターセンターを整備するための工事請負費を計上させ

ていただいたものであります。 

  34ページ、35ページをお開き願います。 

  ７款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費、補正前の金額に550万円を追加

し、１億239万円といたします。事業コード１道路新設改良事業、13節委託料、細説１道路

整備等調査委託料240万円の増は、町道稲取片瀬線の白田川橋について橋梁点検調査を実施

するための増額であります。15節工事請負費、細説10新白田トンネル安全対策工事310万円

の増は、昨年度実施した点検結果に基づき、落下の危険性のあるモルタルの撤去等を行うも

のであります。 

  36ページ、37ページをお開き願います。 

  ５項住宅費、１目住宅管理費、補正前の金額に237万3,000円を追加し、539万3,000円と

いたします。事業コード１町営住宅維持管理事業、15節工事請負費、細説１熱川町営住宅

ベランダ改修工事142万8,000円の増は、当初予定していた危険箇所の改修を全戸改修とす

るための増額措置であります。 

  ８款消防費、１項消防費、４目防災対策費、補正前の金額に240万6,000円を追加し、１

億8,481万8,000円といたします。事業コード７防災施設等整備事業、11節需用費、細説５



修繕料207万9,000円の増は、北川地区防災センターフェンスの経年劣化に伴う修繕料の増

額であります。 

  40ページ、41ページをお開き願います。 

  ９款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園費、補正前の金額に438万6,000円を追加し、１

億652万6,000円といたします。事業コード５熱川幼稚園運営事業、７節賃金、細説１雇人

料117万3,000円の増は、熱川幼稚園職員の産休・育休に伴う臨時職員補充のたのめの増額

措置であります。 

  42ページ、43ページをお開き願います。 

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

の金額に1,606万8000円を追加し、1,794万円といたします。事業コード１林業用施設災害

復旧事業、15節工事請負費、細説２林道片瀬大付線災害復旧工事1,556万8,000円の増は、

国の災害査定を受けた林道片瀬大付線の災害復旧工事費の増額でございます。 

  恐れ入りますが、４ページ、５ページへお戻り願います。 

  第２表地方債の補正でありますが、今回の補正予算（第６号）におきましては、商工債で

は文化公園イルミネーション整備事業、また災害復旧債では農林水産業施設現年発生補助災

害復旧事業、さらに臨時財政対策債をそれぞれ増額し、合計2,774万円を増額措置するもの

でございます。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでありますので、御確認願います。 

  ６ページ、７ページをごらん願いたいと思います。 

  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48億7,517万9,000円に１億272万1,000円を追加し、49億

7,790万円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額48億7,517万9,000円に１億272万1,000円を追加し、49億

7,790万円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金を4,656万7,000円の増、地方債

を1,070万円の増、その他財源を34万円の増、一般財源を4,511万4,000円といたします。 

  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（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  11番、山本鉄太郎さん。 



○１１番（山本鉄太郎君） ２点ほど、お伺いします。 

  25ページの児童環境づくり事業、要保護児童対策地域協議会委員報酬、これは新規だと

思います。これはいつ、こういうものができたかをお聞かせください。 

  それから、33ページ。 

  稲取航路復活事業補助金75万円、これについては受け付けがどうも企画のほうにあるの

に、どうして観光費のほうの補助金かなという形のものが、そこら辺の説明をお願いできま

すか。 

○議長（鈴木 勉君） 答弁を求めます。 

  住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君） 要保護児童対策地域協議会ですけれども、これは３月31

日に公示いたしまして４月から施行となっておりましたが、そのメンバーの中で報酬が必要

な方のメンバーがおりまして、それに対して10月から実際に発足させる予定でございます

ので、今回の補正予算で計上させていただきました。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今の稲取航路、担当は企画がやっているのにどうしてこの観光のとい

う中で、静岡の大阪県人会のほうがちょうどこの時期に当たりまして、両方観光が重なるも

ので、担当を企画に振り分けた、そういう状況でございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） ３月31日にこれが決まったら、こういうのはあらかじめ当初予

算でもう組んでいただきたい。 

  それと、町長の今の答弁はちょっと苦しいなと思うんですけれども、それは内容的にはわ

かります。でも、これは決算で出てくる数字が観光費に入っちゃうんですよね。そうすると、

観光費を26年度予算で、要するに何％減ですなんて言われると、こんなの本当は総務費で

上げたほうが私はいいんじゃないかなというふうに思いますけれども。数字のあやで観光費

がうんと伸びているのに、余りこういうのもどうかな、いかがなものかなと私は思いますも

ので、提案をさせていただきました。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山本議員の提案はわかりました。すみません。本当は当初、東海汽船

さんが全然こういうことを企画した。当初から大阪における静岡県人会の百周年記念という



中でやっておりました。その中で、担当のほうが観光課の中で突如東海汽船さんが、じゃ１

日やりましょうかという中で、観光課にやるのが２つやるのが大変というのが今回企画にや

った中で、山本議員からそういうふうに提案された。ちょっとこれは今後の課題として検討

させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかにございませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 私は２つくらい聞いておきたいと思います。 

  やっぱり１つは、町長、地域観光振興対策事業での文化公園のイルミネーションというこ

とについては委員会でもいろいろ議論はしましたが、町として何を期待してこういう事業に

お金を投じるのかということについて、改めて伺っておきたいということと、もう一つは、

いわゆるジオパークのビジターセンター、これは建設するということについては、必要性は

私も理解はできるんです。問題は運営ではないかと、この問題について考えると。どういう

運営を考えているのか。パンフレットや何かを置いていくだけという形なのか、南伊豆では

既にジオパークのビジターセンターが建設をされているところについて、いろいろ工夫もさ

れているというのを見ております。そうしますと、我が町のこのビジターセンターはどうい

う運営をするのかということについて、もう少し説明をいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） この地域観光のイルミネーション、これは委員会で再三再四、山田議

員とは質疑したところでございます。そういう中で当初、稲取の旅館組合さんから一応今回

イルミネーションと天王さまの雛のつるし飾りをやりたいと提案があった中で、委員会のほ

うで雛のつるし飾りの天王さまにおきましては、ここまで必要はなくはないのかという中で

減額させた中で今回提案させていただきました。 

  次に、イルミネーションに関しましては、私は当初、つるし飾りの期間だけという中で、

それじゃ気持ちはわかるが基本的に委員会でも言ったように、通年を通じた中で、このイル

ミネーションを活用していきたい、と申しますのは、委員会でも何回も言いました。要する

お客さんをに外に出す何かがほしいということは前々から考えておりました。そういう中で

旅館の皆様方に何しろ夜が終わったら外へ出してくださいと言いましても、稲取の町の中は、

環境整備をしていればいいんでしょうけれども、現状では町中に出ましても何も目新しいも

のがありません。そんなで今回このイルミネーションをやれば、年間を通じてお客様に対し



まして、こういうものがありますので外に出てくださいということをまた言えますので、そ

うすればお客さんも外に出やすい環境が整い、それによってまた地域のお店屋さん方も活用

するんじゃないかという中で今回提案させていただいたというのが実状です。これは山田議

員といろいろ議論した中で、委員会ではかみ合いませんでしたが、一応町としてはそういう

状況の中で今回提案をさせていただきました。 

  あとジオパークの運営に関しましては、担当課のほうから説明いたさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） それでは、私のほうからジオパークのセンターの運営という

ことで御説明をさせていただきたいと思います。 

  このジオパークのビジターセンターにつきましては、世界ジオパーク申請に当たりまして、

伊豆地域の13市町が平成26年度までに全てを設置するということになっておりまして、現

在、各市町が道の駅、あるいは観光交流館等々に整備を進めておりまして、当然私どもの町

においても、整備をすることになっておりました。そんな中で駅から近いということで、非

常にお客さんも集まるという立地条件を踏まえまして、熱川の駅前の観光協会の事務所を利

用してということで、今回整備をする運びとなりました。 

  この施設におきましては、まずジオパークとは何か、それから伊豆半島のジオパークの特

徴を理解して、自分の市町のジオサイトを案内、説明するということ、それから展示パネル

等を３枚以上設置するスペースを持って、そこへパネルを設置するということと、それから

ＤＶＤ等のジオパークの映像を放映するということ、それからインターネット等を接続でき

る環境にあるということ、当然そこにはパソコンが置かれるわけですけれども、それととも

にこのジオパークに関するパンフレット、マップ、チラシ等のそういったものも置いておく

ということで、当然その観光協会の事務所になりますので、その観光協会の職員がこれから

研修をしていただいて、そういったジオパークの案内ができるというふうな、そういった環

境に置くということで、これから研修を受けていただくことになります。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 町長、夜出ていただくといっても、出て入れるようなところもそう

多くはございませんというのが実状になってきておりまして、あとはちょっと目新しいとい

うか、1,000万円をかけてＬＥＤのイルミネーションをやれば、1,500万円を今度はほかの

ところがかければ、我が町は目新しくなく古いだけの状況になっていくということで、本当



にこういうことでいいのかなというのは私の印象です。本来は雛のつるし飾りの問題につい

ては、原点に帰って本当に娘を思う母心、また家族の温かいその気持ちをもっと企画に私は

込めるようなことが必要なのに、何でこんな明かりに目を奪われるのかなという印象を持っ

ております。どうしてもこれはやらなければいけない事業かなと、私はなかなか合点がいか

ないんですね。 

  ２つ目に、ジオパークの問題なんですけれども、今、課長が説明してくれたことでいうと、

非常に危惧するのはやっぱりパソコンを置いてＤＶＤを置いた、パンフレットや何かいろい

ろを設置した、結局、半年、１年、そのままに置かれて赤茶けたような形になっていくとい

うようなことというのがやっぱりあるんじゃないかと。事実、例えば熱川の会館事務所だっ

て、つくったときに置いたものがずっとそのままですよ。 

やっぱりこういうビジターセンターもいろんな方々が行って、また今言われたように研修

をされて、観光協会の事務局の方が実際に行ってみて、こういう感想を入れたり、多少同じ

ことに対してでもいろんな感想や、行った人、見た人たちの感想とか、少しずつそれこそ同

じものに対しても新しい角度、新しい視点でも声や何かいろんなものを組み込んで、絶えず

やっていかないとパンフレットや何かはもう置きっぱなし、そのうちパンフレットは折れ曲

がってくる、掲示した写真は赤茶けてくるというような施設が町内でも今まで多かったわけ

ですよ。 

少なくともやっぱりこういうビジターセンターで売り込みをしようという点で、今、言わ

れたように、ジオパークの検定も当然受けられるでしょうし、また本も買っていろいろ研修

もされるんでしょうけれども、やっぱりそういう点も含めて考えていただかないと、いろん

な施設、そういう資料室をつくるんだけれど、実際はほとんど手をかけられずにつくった後、

置きっぱなしということが過去多かったというふうに私は見ておりまして、特に熱川の観光

協会の事務所なんかはつくったままだったというようなことがありますので、これは実質的

な管理を任せるということは当然そうなんでしょうけれども、ただ資料や展示物が多少入れ

かわるような管理については、やっぱり担当課のほうも責任を持ってやらないといけないん

じゃないかなというふうに私は思いますけれども、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、イルミネーション、これは再三再四もう委員会の中で、山田議

員も委員会でそのようなことを申しました。私も当然その原点に戻る気持ち、それは大変大

事なことだと思います。 



  まして昨日、観光振興にも中期、短期、考えなければならないと。今回、私はこれは短期

のイルミネーションの事業だと考えておる。再三言うように、私は例えば旅館街に行きます

と、夜が本当に寂しいよ、何とかしてほしいよと、再三再四言われます。そういう中で今回

イルミネーションが来た中で、つるし飾りの時期だけお願いしたいという中で、それじゃ本

当に費用対効果が果たしてあるのかという中で、年間を通じて土日とか点灯する、そういう

中で、何しろ来たお客さんを稲取の町に出して、とりあえず商店かそういう地域経済を活性

化させたい。多少このイルミネーションが、１、２年が多分私は大丈夫だと考えております。

そんなことで、1,000万円ということは宿泊者が１万円だと1,000人ですよ。1,000人の中に、

あと町の補助と県の補助が500万円です、持ち出しは。そうすると500人で１万円を超えれ

ば、500人は来るだろうと、費用対効果がとれると。500人は十分これによって人員のあれ

が、私はそれぐらいのやつはお客さんが来てくれるとそういう確信がありますもので、何し

ろ夜のお客さんを町中に歩かせたい。一応そういう中で、また委員会とも再三再四そういう

中でこの予算をお願いしたのが現状です。 

  基本は本当に山田議員が言ったように原点に帰ってやるのが、これはまたやることであり

まして、これは中長期的な観点で指導していきたい。そういう考えでございます。 

  あとビジターセンターにつきましては、本当に山田議員が言ったように、これがちりが積

もったそういうパンフレット、あとは何か私も考えておりますもので、その辺はまたやる方

に関しては指導はしていきたい。そういう考えでございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（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。討論はありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 私は、今、議題となっております議案第51号に対して、反対の意

を表明します。 

  やっぱり私は、この文化公園のイルミネーションについては、町長は説明をされるんだけ

れども、やっぱり私は合点がいきません。 

  かえって今こういう目先の事業に惑わされてお金をつぎ込み、時間をつぎ込むことは、今

後の雛のつるし飾りまつり等の充実にとって、私はかえってマイナスじゃないかと、早く本



当に企画を充実させるという方向に立ち戻ってほしいな、そういう視点からしますと、今回

のこの光をやって、目先のことでやる、どう考えても昨日町長と議論した観光振興計画を何

回読んでもこの企画というのは、この振興計画にも適合しない、やっぱり稲取温泉のために

ならない、そういう事業ではないかというふうに私は考えておりまして、この事業が含まれ

ているということについては、反対をせざるを得ないなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。 

  11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） 私はこのイルミネーションというのは、相当委員会で議論がなさ

れましたけれども、やってみなければわからないし、半分の補助金がある。 

  町長が冒険的に何とかこういうふうな施策でがんばってやりたいよという形のものを、今

回いろいろ補助金関係を見ていますと、飛びつき型が多かったような感じもしますけれども、

この関係は今これだけ宿泊客が落ちている現状で、下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるじゃないけ

れども、こういうものもやっぱりやってみてもどうかなという形のものを当局にやらせてあ

げたい。そういうふうに私は思いますので、賛成をいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論ございますか。 

  ３番、飯田さん。 

○３番（飯田桂司君） 今、山本議員のほうからも話がありましたけれども、これは町長や観

光課長にもちょっとお願いをしていきたいことがあるわけですけれども、いつも熱川温泉、

それから稲取温泉の花火があるわけです。大文字とどんつくとがあるわけですけれども、感

じることは、やはりホテル、旅館として、花火の打ち上げまではお客さんが出てこないです

よ。ということは、やはりその中で売り上げを伸ばす、飲食を伸ばす、というでは出してこ

ないと思うんです。活性がないわけなんです、そのイルミネーションに含めても。やはり町

長が言うように、町内を散策する。これはホテルじゃないですよ。近隣の飲食店等々の方た

ちも真剣に考えていただく。そして、お客さんを外に出していただくようなことをホテルサ

イドもちゃんと考えていただくことを条件じゃないですけれども、強く言っていただきたい

と思うんですよ。 

そして、私が思うにはやはり私も２年半ほどホテルの番頭をやったわけですけれども、や

はりホテル、旅館さんは着いてからじゃないです。着いたら、必ずそのホテル、旅館の周り

を見てもらう、歩いてもらう。昔はげたをからから鳴らして歩いたんです。今はそれをしな



いんです。なるべく早く入れて、早く出す、そういうところが多分にあるわけです。 

  ですから、このイルミネーションについても、短期ということで町長は言っているようで

すけれども、できれば長く続けるようなことをしていただくようなことで、私は賛成をいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） なしと認めます。これで討論を終結します。 

  これより議案第51号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（鈴木 勉君） 起立多数です。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第５２号 平成２５年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 議案第52号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計

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議案第52号 平成25年度東伊豆町国民健康

保険特別会計補正予算（第１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それぞれ１億860万4,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ22億9,723万9,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では平成24年度の決算剰余金を平成25年度予算に繰り

越しするものであります。歳出では、平成24年度の決算剰余金を保険給付等支払準備基金

積立金及び一般被保険者国庫支出金清算金返還金にそれぞれ増額措置するものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり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（鈴木 勉君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） ただいま提案されました議案第52号 平成25年度東伊

豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成25年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（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１億860万4,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億9,723万9,000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。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明をいたします。 

  ４款１項１目の療養給付費交付金、補正前の金額に708万2,000円を追加し、7,526万

2,000円といたします。１節現年度分、細説２退職被保険者等後期高齢者支援金交付金141

万7,000円の増は、交付金の確定に伴う増額です。２節過年度分、細説１退職被保険者等療

養給付費過年度精算分566万5,000円の増は、確定に伴う増額です。 

  ５款１項１目の前期高齢者交付金、補正前の金額から118万7,000円を減額し、６億319万

4,000円といたします。１節現年度分、細説１前期高齢者交付金118万7,000円の減は、交付

金の確定に伴うものであります。 

  10款１項繰越金、２目その他繰越金、補正前の金額に１億119万6,000円を追加し、１億

119万7,000円といたします。１節、細説１その他の繰越金１億119万6,000円の増は、平成

24年度の歳入歳出を精査した結果、決算剰余金１億119万6,000円を全額平成25年度に繰り

越すものであります。 

  11款諸収入、３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、補正前の金額に117万7,000円

を追加し、217万7,000円といたします。１節、細説１一般被保険者第三者納付金117万

7,000円の増は、第三者行為に係る損害賠償納付金であります。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  次に、歳出の内容について説明いたします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の金額に63万円を追加し、553万



円といたします。13節委託料、細説９国民健康保険制度改正等システム改修業務委託料63

万円の増は、制度改正等のシステム改修業務委託料で、全額国の調整交付金の対象となりま

す。 

  ３款１項１目後期高齢者支援金、補正前の金額から117万2,000円を減額し、３億187万

3,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細説１後期高齢者支援金117万2,000円

の減は、支援金の確定に伴うものです。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ６款１項１目介護納付金、補正前の金額に223万円を追加し、１億4,277万3,000円といた

します。19節負担金補助及び交付金、細説１介護納付金223万円の増は、納付金の確定に伴

うものです。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  ９款１項基金積立金、１目保険給付等支払準備基金積立金、補正前の金額に4,515万

7,000円を追加し、4,515万9,000円といたします。25節積立金、細説１保険給付等支払準備

基金積立金4,515万7,000円の増は、平成24年度決算剰余金のうち一部を基金に積み立てる

ものであります。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正前の金額に6,165万1,000

円を追加し、6,165万6,000円といたします。23節償還金利子及び割引料、細説１一般被保

険者国庫支出金精算返還金6,163万5,000円の増は、平成24年度分の療養給付費交付金の精

算返還金であります。 

  ２ページへお戻りください。 

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

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の金額21億8,863万5,000円に１億860万

4,000円を追加いたしまして、22億9,723万9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の金額21億8,863万5,000円に１億860万4,000円を追加いたし

まして、22億9,723万9,000円といたします。 

  次に補正額の財源の内訳ですが、特定財源は国県支出金が18万6,000円、その他財源が

589万5,000円、一般財源が１億252万3,000円の増額といたします。 

  以上で概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほう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。討論はありませんか。 

（「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。 

  これより議案第52号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１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（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可決されました。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第５３号 平成２５年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 議案第53号 平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会

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議案第53号 平成25年度東伊豆町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１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それぞれ142万円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ１億4,261万1,000円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、平成24年度決算において実質収支額が142万926円となりました

ので、繰越金の補正措置をするものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり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（鈴木 勉君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） ただいま提案されました議案第53号 平成25年度東伊

豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 



  平成25年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計補正予算（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142万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億4,261万1,000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。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  歳入の内容について説明をいたします。 

  ５款１項１目繰越金、補正前の金額に142万円を追加し、142万1,000円といたします。１

節、細説１繰越金142万円の増は、平成24年度決算において実質収支が142万962円となりま

したので、平成25年度に繰越計上するものでございます。 

  次に、歳出の内容について説明をいたします。 

  １款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、補正前の金額に137万円を追加し、１億

4,216万円といたします。19節負担金補助及び交付金、細説１後期高齢者医療広域連合納付

金137万円の増は、平成24年度決算により平成25年度に繰り越した分を後期高齢者医療広域

連合に納付し、精算するものであります。 

  ２ページへお戻りください。 

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

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の金額に１億4,119万1,000円に142万円

を追加いたしまして、１億4,261万1,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の金額１億4,119万1,000円に142万円を追加いたしまして、１

億4,261万1,000円といたします。 

  次に、補正額の財源の内訳ですが、一般財源が142万円の増額といたします。 

  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。よろしく御審議のほうをお

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。 

  これより議案第53号 平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１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（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可決されました。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第５４号 平成２５年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 議案第54号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計補正

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議案第54号 平成25年度東伊豆町介護保険

特別会計補正予算（第１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1,937万1,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ12億6,191万円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では介護保険給付費準備基金繰入金の繰り戻しによる減

額補正と前年度繰越金の増額補正をいたします。 

  歳出につきましては、繰越金の一部を基金に積み立てし、平成24年度の精算による一般

会計繰入金等の過年度返還金の増額補正をするものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり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（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） ただいま提案されました議案第54号 平成25年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 



  平成25年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

ります。 

  （歳入歳出予定の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,937万1,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億6,191万円といたします。 

  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。 

  歳入の内容について、御説明いたします。 

  ８款繰入金、２項基金繰入金、１目介護保険給付費準備基金繰入金、補正前の金額から

1,324万2,000円を減額いたします。１節介護保険給付費準備基金繰入金、細説１介護保険

給付費準備基金繰入金1,324万2,000円の減は、繰越金により前年度の介護給付費等に係る

国県町支払基金の精算を行い、さらにその残額を基金繰入金に繰り戻す措置をいたすもので

ございます。 

  ９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正前の額に3,261万3,000円を追加し、3,461万

3,000円といたします。１節繰越金、細説１前年度繰越金3,261万3,000円の増は、平成24年

度の歳入歳出を精算した結果3,461万3,585円の繰り越しとなり、当初予算計上分の200万円

を差し引いた金額を計上するものでございます。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の金額に

767万8,000円を追加し、767万9,000円といたします。25節積立金、細説１介護保険給付費

準備基金積立金767万8,000円の増は、繰越金3,261万3,000円から国庫支出金等の過年度分

返還金1,169万3,000円を差し引くとともに、介護保険給付費準備基金繰入金1,324万2,000

円を繰り戻し措置した残額を積立金として増額補正するものでございます。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金に、補正額1,169万3,000円を追

加いたします。23節償還金利子及び割引料1,169万3,000円の内容は、平成24年度介護給付

費地域支援事業及び事務費の確定に伴い精算するもので、介護給付費につきましては、細説

４支払基金介護給付費交付金過年度分返還金594万4,000円、細説５一般会計介護給付費繰

入金過年度分返還金368万円をそれぞれ精算し、返還いたします。 



  地域支援事業につきましては、細説６国庫地域支援事業交付金過年度分返還金58万円を

精算し、返還いたします。 

  ２ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してございます。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額12億4,253万9,000円に1,937万

1,000円を追加いたしまして12億6,191万円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額12億4,253万9,000円に1,937万1,000円を追加いたしまし

て12億6,191万円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源は1,937万1,000円といたします。 

  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。よろしく御審議のほどお願

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。 

  これより議案第54号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第１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（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可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第５５号 平成２５年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１

号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 議案第55号 平成25年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（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） 

○議長（鈴木 勉君） ただいま上程されました議案第55号 平成25年度東伊豆町水道事業

会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正は、予算第３条に定めた収益的支出の予定額から235万7,000円を減額し、総

額４億2,793万6,000円といたします。 

  内容につきましては、人事異動による職員給与費などの差額分を調整するものでございま

す。 

  また、予算第４条に定めた資本的支出の予定額に100万円を追加し、総額２億3,113万

3,000円といたします。 

  ３号井水源に設置される残留塩素濃度計の取りかえ工事を行うものでございます。 

  詳細につきましては、水道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（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） ただいま提案されました議案第55号 平成25年度東伊豆町水道

事業会計補正予算（第１号）について概要を御説明させていただきます。 

  （総則） 

  第１条 平成25年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

によります。 

  （収益的収入及び支出） 

  第２条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  支出第１款水道事業費用、既決予定額４億3,029万3,000円から235万7,000円を減額し、

４億2,793万6,000円といたします。第１項営業費用、既決予定額３億8,747万3,000円から

240万7,000円を減額し、３億8,506万6,000円といたします。第２項営業外費用、既決予定

額4,181万9,000円に５万円を増額し、4,186万9,000円といたします。 

  （資本的収入及び支出） 

  第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億

3,013万1000円を２億3,113万1,000円に、過年度分損益勘定留保資金２億3,013万1,000円を

２億3,113万1,000円に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  支出、第１款資本的支出既決予定額２億3,013万3,000円に100万円を追加し、２億3,113



万3,000円といたします。 

  第１項建設改良費既決予定額１億4,402万4,000円に100万円を追加し、１億4,502万4,000

円といたします。 

  ２ページをごらんください。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第４条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改めます。 

  （１）職員給与費、既決予定額9,339万6,000円から240万7,000円を減額し、9,098万

9,000円といたします。 

  恐れ入りますが、７ページをお開きください。 

  参考資料により、主な補正内容を説明いたします。 

  まず、収益的支出ですが、１項営業費用、１目原水及び浄水費、２目配水及び給水費、５

目総係費のそれぞれの１節給料、２節手当、４節法定福利費の増減額につきましては、人事

異動による職員給与費や、共済組合負担金などの差額分を調整するものであります。 

  次に、資本的支出ですが、１項建設改良費、１目原水及び浄水施設整備費、29節工事請

負費100万円の増額につきましては、３号水源に設置されております残留塩素濃度計が故障

し、計測できない状態であるため、設備の取りかえ工事を行うものでございます。 

  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（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。 

  これより議案第55号 平成25年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１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（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可決されました。 

  この際、２時30分まで休憩します。 



 

休憩 午後 ２時１４分 

 

再開 午後 ２時３３分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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

 

◎日程第６ 報告第４号 平成２４年度東伊豆町健全化判断比率の報告について 

◎日程第７ 報告第５号 平成２４年度東伊豆町資金不足比率の報告について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第６、報告第４号 平成24年度東伊豆町健全化判断比率の報告

について及び日程第７、報告第５号 平成24年度東伊豆町資金不足比率の報告についてを

一括議題とします。 

  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） ただいま上程されました報告第４号 平成24年度東伊豆町健全化判

断比率及び報告第５号 平成24年度東伊豆町資金不足比率の報告について、提案理由を申

し上げます。 

  本案につきましては、平成24年度決算における東伊豆町の健全化判断比率及び資金不足

比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、東伊豆町監査委員の審査に付し、

その意見をつけて議会に報告するものであります。 

  なお内容につきましては、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（鈴木 勉君） 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報告第４号 平成24年度東伊

豆町健全化判断比率、報告第５号 平成24年度東伊豆町資金不足比率の報告について、御

説明させていただきます。 



  今回、報告をいたします健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づくものであり、また資金不足比率につきましては、同

法第22条第１項の規定に基づき、それぞれ監査委員の審査に付し、その意見をつけて平成

24年度決算における各比率を報告するものであります。 

  それでは最初に、平成24年度決算における当町の健全化判断比率について、御説明をい

たします。 

  健全化判断比率につきましては、４つの判断比率がございます。 

  １つ目の実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率となって

おり、財政健全化法で規定する一般会計等には、当町の場合一般会計のみが対象となり、実

質収支額が黒字となっており、赤字額がないため記載してございません。財政健全化計画策

定の基準となります早期健全化基準は、標準財政規模に応じて算定され、当町では15％と

なります。 

  ２つ目の連結実質赤字比率は、当町の全ての会計の赤字額と黒字額を合算した連結赤字額

の標準財政規模に対する比率となっておりまして、全会計の合計が黒字となっており、連結

赤字額がないため、こちらも記載してございません。早期健全化基準は、実質赤字比率にお

ける早期健全化基準に５％を加えた20％であります。 

  ３つ目の実質公債費比率は8.1％であります。実質公債費比率は一般会計等が負担する元

利償還金や元利償還に準じた支出の標準財政規模に対する比率となっており、算定におきま

しては、償還に充当できます財源や基準財政需要額算入分を差し引いて算出しております。

早期健全化基準は25％と定められております。 

  ４つ目の将来負担比率は54.3％であります。将来負担比率は、一般会計等の地方債や将

来支払っていく可能性のある負担額の標準財政規模に対する比率となっており、算定におき

ましては、将来負担額から負債の償還に充てることができる基金や基準財政需要額算入分等

を差し引いて算出しております。早期健全化基準は350％と定められております。 

  平成24年度決算におきましては、すべての比率が早期健全化基準を下回っております。 

  次に、平成24年度決算における当町の資金不足比率について御説明いたします。 

  資金不足比率は、資金の不足額の事業の規模に対する比率となっており、公営企業会計ご

とに算出することとなっております。当町におきましては、水道事業特別会計と風力発電事

業特別会計が対象となっております。平成24年度決算におきましては、２会計とも資金不

足がないため比率は記載されておりません。 



  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（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。 

  以上で、報告を終わります。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３８分 

 

再開 午後 ３時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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

 

◎日程第 ８ 議案第５６号 平成２４年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定

について 

◎日程第 ９ 議案第５７号 平成２４年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について 

◎日程第１０ 議案第５８号 平成２４年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について 

◎日程第１１ 議案第５９号 平成２４年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第１２ 議案第６０号 平成２４年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第１３ 議案第６１号 平成２４年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入

歳出決算認定について 

◎日程第１４ 議案第６２号 平成２４年度東伊豆町水道事業会計決算認定につ

い て 



 

○議長（鈴木 勉君） 日程第８ 議案第56号 平成24年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算

認定についてから日程第14 議案第62号 平成24年度東伊豆町水道事業会計決算認定につ

いてまで、以上７件を一括議題とします。 

  町長から順次、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） ただいま上程されました議案第56号 平成24年度東伊豆町一般会計

歳入歳出決算認定について、地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度東伊豆町

一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額53億6,486万4,000円に対しまして、歳入は調定額56億6,875万2,015円に対し、

収入済額51億9,175万7,126円で、不納欠損額7,795万1,888円、収入未済額３億9,904万

3,001円となりました。調定額に対する収納率は91.6％、予算現額に対して96.8％でありま

す。 

  歳出につきましては、支出済額50億761万7,623円、繰越明許費２億7,835万1,000円で、

予算現額に対する執行率は98.5％となっており、歳入歳出差引残額は１億8,413万9,503円

となり、翌年度へ繰り越すべき財源913万8,000円を差し引いた実質収支額は１億7,500万

1,503円となりました。この実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定による財政

調整基金への積み立てには１億4,500万円を措置いたしましたので、翌年への繰り越しは

3,000万1,503円となりました。 

  長引くデフレ不況、東日本大震災の影響を受け、基幹産業である観光業の不振、総所得の

落ち込み等により、地域経済は依然として厳しく、収入の根幹となる町税においても低迷が

続いておりますが、本年度は新たに県職員の短期派遣事業を実施し、町と県との連携により

収入未済額の圧縮、さらには滞納整理機構への移管や特別徴収の拡充等、さらなる収納率の

向上と行財政改革の推進を図ってまいります。 

  次に、議案第57号 平成24年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 



  決算概要を申し上げます。 

  予算現額21億4,425万4,000円に対しまして、歳入は調定額24億9,593万4,037円に対し、

収入済額は22億1,459万7,907円となり、調定額に対する収納率は88.7％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額21億1,340万105円で、執行率は98.6％であります。歳入

歳出差引残額は１億119万7,802円となりました。 

  続きまして、議案第58号 平成24年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額１億4,550万7,000円に対しまして、歳入は調定額１億4,206万684円に対し、収

入済額は１億3,742万5,084円となり、調定額に対する収納率は96.7％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額１億3,600万4,158円で、その執行率は93.5％であります。

歳入歳出差引残額は142万926円であります。 

  次に、議案第59号 平成24年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出

決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額12億400万1,000円に対しまして、歳入は調定額12億3,363万6,539円に対し、収

入済額は12億605万5,339円で、不納欠損額は217万4,400円、収入未済額は2,540万6,800円

となりました。調定額に対する収納率は97.8％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額11億7,144万1,754円で、予算現額に対する執行率は

97.8％となっております。歳入歳出差引残額は3,461万3,585円となりました。 

  次に、議案第60号 平成24年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額127万8,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額とも127万8,822円とな

り、調定額に対する収納率は100％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額120万4,000円で執行率は94.2％であります。歳入歳出差



引残額は７万4,822円となります。 

  次に、議案第61号 平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額9,769万円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額とも5,995万7,192円でござ

います。 

  歳出につきましては、支出済額5,663万410円、繰越明許費3,885万円で、予算現額に対す

る執行率は97.7％となっております。歳入歳出差引残額は332万6,782円となりました。 

  以上、議案第56号から議案第61号について６会計の決算概要を申し上げました。 

  詳細につきましては、関係管理者より説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。 

  引き続きまして、水道事業会計について申し上げます。 

  議案第62号 平成24年度東伊豆町水道事業会計決算認定について。 

  地方公営企業法第30条第４項の規定により、平成24年度東伊豆町水道事業会計決算を別

紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  初めに、収益的収入の状況でありますが、水道事業収益の決算額は４億3,089万8,242円

で、前年度に比べ2.7％の増となりました。営業収益では、前年度の大幅な落ち込みから若

干回復し、2.6％増収いたしました。 

  次に、収益的支出ですが、水道事業費用の決算額は４億2,270万2,551円で、前年度に比

べ1.6％の減となりました。営業費用では、電気料金の改定による動力の負担増が懸念され

ましたが、修繕費が減少したため、営業費用全体で1.2％の減となりました。 

  次に、資本的支出ですが、建設改良費の決算額は１億5,605万9,600円で、前年度に比べ

1.1％の減となりました。 

  新稲取第二中継ポンプ場擁壁復旧工事や稲取地区水源調査など、22件の建設工事と５件

の業務委託を実施いたしました。 

  事業損益につきましては、大変厳しい事業運営が続いておりましたが85万9,241円の純利

益を確保することができました。この純利益を加えた当年度未処分利益剰余金2,664万



5,223円は翌年度へ繰り越しさせていただきました。 

  詳細につきましては、水道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（鈴木 勉君） 会計管理者に決算概要の説明を求めます。 

  会計課長。 

（会計管理者兼会計課長 鈴木 孝君登壇） 

○会計管理者兼会計課長（鈴木 孝君） ただいま提案されました議案第56号 平成24年度

東伊豆町一般会計歳入歳出決算から議案第61号 平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会

計歳入歳出決算まで、順次御説明させていただきます。 

  なお、説明につきましては、お手元にお届けしてございます主要施策の成果説明書に詳細

が記されておりますので、ここにおきましては、決算書の款項のみの朗読をもちまして御説

明させていただきます。各会計とも歳入につきましては、款、項、予算現額、調定額、収入

済額、不納欠損額、収入未済額、予算現額と収入済額との比較、歳出につきましては、款、

項、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、予算現額と支出済額との比較の順に朗読

させていただきますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 

  初めに、議案第56号 平成24年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算につきまして、御説明

申し上げます。 

  それでは、一般会計歳入歳出決算書の１ページ及び２ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  １款町税20億4,278万4,000円、25億5,105万942円、20億7,546万5,673円、7,795万1,888

円、３億9,763万3,381円、3,268万1,673円。 

  １項町民税５億936万4,000円、５億9,888万7,287円、５億3,293万6,475円、1,184万

5,905円、5,410万4,907円、2,357万2,475円。 

  ２項固定資産税12億5,553万円、16億6,320万241円、12億6,300万884円、6,557万1,583

円、３億3,462万7,774円、747万884円。 

  ３項軽自動車税2,631万1,000円、2,872万600円、2,647万7,400円、53万4,400円、170万

8,800円、16万6,400円。 

  ４項町たばこ税１億2,117万円、１億2,267万2,164円、１億2,267万2,164円、ゼロ、ゼロ、

150万2,164円。 

  ５項特別土地保有税2,000円、660万3,700円、ゼロ、ゼロ、660万3,700円、△2,000円。 



  ６項入湯税１億3,040万7,000円、１億3,096万6,950円、１億3,037万8,750円、ゼロ、58

万8,200円、△２万8,250円。 

  ２款地方譲与税5,150万1,000円、5,407万2,074円、5,407万2,074円、ゼロ、ゼロ、257

万1,074円。 

  １項自動車重量譲与税3,600万円、3,799万1,000円、3,799万1,000円、ゼロ、ゼロ、199

万1,000円。 

  ２項地方揮発油譲与税1,550万円、1,608万1,000円、1,608万1,000円、ゼロ、ゼロ、58万

1,000円。 

  ３項地方道路譲与税1,000円、74円、74円、ゼロ、ゼロ、△926円。 

  ３款利子割交付金、１項利子割交付金、320万円、335万4,000円、335万4,000円、ゼロ、

ゼロ、15万4,000円。 

  ４款配当割交付金、１項配当割交付金220万円、258万9,000円、258万9,000円、ゼロ、ゼ

ロ、38万9,000円。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金50万円、69万3,000円、69万

3,000円、ゼロ、ゼロ、19万3,000円。 

  ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金１億4,400万円、１億4,420万6,000円、１

億4,420万6,000円、ゼロ、ゼロ、20万6,000円。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用税交付金2,160万円、2,163万1,575円、

2,163万1,575円、ゼロ、ゼロ、３万1,575円。 

  ８款特別地方消費税交付金、１項特別地方消費税交付金1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼ

ロ、△1,000円。 

  ９款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金1,800万円、2,119万円、2,119万円、

ゼロ、ゼロ、319万円。 

  10款地方特例交付金290万円、290万円、290万円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  １項地方特例交付金ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項減収補てん特例交付金290万円、290万円、290万円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  11款地方交付税、１項地方交付税９億5,192万7,000円、10億2,467万7,000円、10億

2,467万7,000円、ゼロ、ゼロ、7,275万円。 

  12款交通安全対策特別交付金。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 



  １項交通安全対策特別交付金200万円、137万8,000円、137万8,000円、ゼロ、ゼロ、△62

万2,000円。 

  13款分担金及び負担金、１項負担金2,912万8,000円、2,955万３円、2,823万2,503円、ゼ

ロ、131万7,500円、△89万5,497円。 

  14款使用料及び手数料4,863万8,000円、4,975万9,306円、4,966万7,186円、ゼロ、９万

2,120円、102万9,186円。 

  １項使用料3,917万4,000円、3,947万1,256円、3,937万9,136円、ゼロ、９万2,120円、

20万5,136円。 

  ２項手数料946万4,000円、1,028万8,050円、1,028万8,050円、ゼロ、ゼロ、82万4,050

円。 

  15款国庫支出金５億4,422万9,000円、４億761万4,170円、４億761万4,170円、ゼロ、ゼ

ロ、△１億3,661万4,830円。 

  １項国庫負担金２億6,041万3,000円、２億5,826万1,587円、２億5,826万1,507円、ゼロ、

ゼロ、△215万1,413円。 

  ２項国庫補助金２億7,235万3,000円、１億3,745万9,525円、１億3,745万9,525円、ゼロ、

ゼロ、△１億3,489万3,475円。 

  ３項委託金1,146万3,000円、1,189万3,058円、1,189万3,058円、ゼロ、ゼロ、43万58円。 

  16款県支出金３億3,338万円、３億2,582万1,147円、３億2,582万1,147円、ゼロ、ゼロ、

△755万8,853円。 

  １項県負担金１億6,146万3,000円、１億6,018万7,145円、１億6,018万7,145円、ゼロ、

ゼロ、△127万5,855円。 

  ２項県補助金１億3,865万7,000円、１億3,229万8,671円、１億3,229万8,671円、ゼロ、

ゼロ、△635万8,329円。 

  ３項委託金3,326万円、3,333万5,331円、3,333万5,331円、ゼロ、ゼロ、７万5,331円。 

  17款財産収入7,141万6,000円、7,149万4,324円、7,149万4,324円、ゼロ、ゼロ、７万

8,324円。 

  １項財産運用収入6,900万4,000円、6,908万1,374円、6,908万1,374円、ゼロ、ゼロ、７

万7,374円。 

  ２項財産売払収入241万2,000円、241万2,950円、241万2,950円、ゼロ、ゼロ、950円。 

  18款寄付金、１項寄付金216万9,000円、216万6,837円、216万6,837円、ゼロ、ゼロ、△



2,163円。 

  19款繰入金１億3,332万円、１億2,959万1,024円、１億2,959万1,024円、ゼロ、ゼロ、△

372万8,976円。 

  １項財産区繰入金16万8,000円、16万8,000円、16万8,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項特別会計繰入金504万4,000円、433万5,024円、433万5,024円、ゼロ、ゼロ、△70万

8,976円。 

  ３項基金繰入金１億2,810万8,000円、１億2,508万8,000円、１億2,508万8,000円、ゼロ、

ゼロ、△302万円。 

  20款繰越金、１項繰越金3,876万9,000円、3,876万9,099円、3,876万9,099円、ゼロ、ゼ

ロ、99円。 

  21款諸収入8,650万2,000円、9,274万4,514円、9,274万4,514円、ゼロ、ゼロ、624万

2,514円。 

  １項延滞金、加算金及び過料380万円、487万9,749円、487万9,749円、ゼロ、ゼロ、107

万9,749円。 

  ２項町預金利子2,000円、2,078円、2,078円、ゼロ、ゼロ、78円。 

  ３項貸付金元利収入215万8,000円、215万8,000円、215万8,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ４項雑入8,030万2,000円、8,545万4,631円、8,545万4,631円、ゼロ、ゼロ、515万2,631

円。 

  ５項収益事業収入24万円、25万56円、25万56円、ゼロ、ゼロ、１万56円。 

  ５ページ及び６ページをお開きください。 

  22款町債、１項町債８億3,670万円、６億9,350万円、６億9,350万円、ゼロ、ゼロ、△１

億4,320万円。 

  歳入合計予算現額53億6,486万4,000円、調定額56億6,875万2,015円、収入済額51億

9,175万7,126円、不納欠損額7,795万1,888円、収入未済額３億9,904万3,101円。 

  予算現額と収入済額との比較△１億7,310万6,874円でございます。 

  次に、７ページ及び８ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款議会費、１項議会費7,474万3,000円、7,413万3,518円、ゼロ、60万9,482円、60万

9,482円。 

  ２款総務費８億2,673万円、８億1,622万2,218円、ゼロ、1,050万7,782円、1,050万



7,782円。 

  １項総務管理費６億6,131万8,000円、６億5,361万8,780円、ゼロ、769万9,220円、769

万9,220円。 

  ２項徴税費１億1,073万7,000円、１億855万5,201円、ゼロ、218万1,799円、218万1,799

円。 

  ３項戸籍住民基本台帳費3,471万1,000円、3,457万9,348円、ゼロ、13万1,652円、13万

1,652円。 

  ４項選挙費1,177万6,000円、1,148万5,785円、ゼロ、29万215円、29万215円。 

  ５項統計調査費712万3,000円、706万5,644円、ゼロ、５万7,356円、５万7,356円。 

  ６項監査委員費106万5,000円、91万7,450円、ゼロ、14万7,540円、14万7,540円。 

  ３款民生費12億3,002万1,000円、12億1,071万5,570円、ゼロ、1,930万5,426円、1,930

万5,426円。 

  １項社会福祉費９億1,298万2,000円、８億9,608万6,509円、ゼロ、1,689万5,491円、

1,689万5,491円。 

  ２項児童福祉費３億982万1,000円、３億755万1,948円、ゼロ、226万9,052円、256万

9,052円。 

  ３項国民年金事務取扱費711万8,000円、707万7,117円、ゼロ、４万883円、４万883円。 

  ４項災害救助費10万円、ゼロ、ゼロ、10万円、10万円。 

  ４款衛生費６億8,749万5,000円、６億8,269万8,662円、ゼロ、479万6,338円、479万

6,338円。 

  １項保健衛生費２億1,732万9,000円、２億1,324万6,406円、ゼロ、408万2,594円、408

万2,594円。 

  ２項清掃費４億7,016万6,000円、４億6,945万2,256円、ゼロ、71万3,744円、71万3,744

円。 

  ５款農林水産業費２億221万3,000円、１億9,180万733円、336万円、705万2,267円、

1,041万2,267円。 

  １項農業費7,733万3,000円、7,531万8,327円、ゼロ、201万4,673円、201万4,673円。 

  ２項林業費6,117万4,000円、5,321万668円、336万円、460万3,332円、796万3,332円。 

  ３項水産業費6,370万6,000円、6,327万1,738円、ゼロ、43万4,262円、43万4,262円。 

  ６款商工費、１項商工費２億8,069万8,000円、２億7,761万3,750円、ゼロ、308万4,250



円、308万4,250円。 

  ７款土木費１億8,729万5,000円、１億7,905万436円、ゼロ、824万4,560円、824万4,560

円。 

  １項土木管理費3,019万8,000円、2,975万8,221円、ゼロ、43万9,779円、43万9,779円。 

  ２項道路橋りょう費１億2,049万7,000円、１億1,376万4,563円、ゼロ、673万2,437円、

673万2,437円。 

  ３項河川費634万4,000円、633万350円、ゼロ、１万3,650円、１万3,650円。 

  ４項都市計画費2,280万9,000円、2,180万1,144円、ゼロ、100万7,856円、100万7,856円。 

  ５項住宅費744万7,000円、739万6,158円、ゼロ、５万842円、５万842円。 

  ８款消防費、１項消防費８億9,063万9,000円、６億591万5,775円、２億7,499万1,000円、

973万2,225円、２億8,472万3,225円。 

  ９ページ及び10ページをお開きください。 

  ９款教育費４億7,243万4,000円、４億6,220万3,581円、ゼロ、1,023万419円、1,023万

419円。 

  １項教育総務費１億871万1,000円、１億802万2,271円、ゼロ、68万8,729円、68万8,729

円。 

  ２項小学校費１億1,312万3,000円、１億1,064万2,287円、ゼロ、248万713円、248万713

円。 

  ３項中学校費3,582万6,000円、3,477万7,450円、ゼロ、104万8,546円、104万8,546円。 

  ４項幼稚園費9,334万2,000円、9,283万2,407円、ゼロ、50万9,593円、50万9,593円。 

  ５項社会教育費3,305万2,000円、3,203万7,231円、ゼロ、101万4,769円、101万4,769円。 

  ６項保健体育費8,316万7,000円、8,173万3,931円、ゼロ、143万3,069円、143万3,069円。 

  ７項育英奨学費521万3,000円、215万8,000円、ゼロ、305万5,000円、305万5,000円。 

  10款災害復旧費6,311万1,000円、6,230万8,550円、ゼロ、80万2,450円、80万2,450円。 

  １項農林水産業施設災害復旧費728万6,000円、653万750円、ゼロ、75万5,250円、75万

5,250円。 

  ２項公共土木施設災害復旧費5,582万5,000円、5,577万7,800円、ゼロ、４万7,200円、４

万7,200円。 

  11款公債費、１項公債費４億4,719万6,000円、４億4,495万4,826円、ゼロ、224万1,174

円、224万1,174円。 



  12款予備費、１項予備費228万9,000円、ゼロ、ゼロ、228万9,000円、228万9,000円。 

  歳出合計予算現額53億6,486万4,000円、支出済額50億761万7,623円、翌年度繰越額２億

7,835万1,000円、不用額7,889万5,377円、予算現額と支出済額との比較３億5,724万6,372

円となった内容でございます。 

  歳入歳出差引残額１億8,413万9,503円、うち基金繰入額１億4,500万円でございます。こ

の繰入額につきましては、地方自治法並びに東伊豆町財政調整基金条例第２条第２号の規定

に基づきまして措置した内容でございます。 

  続きまして、179ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書についてですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額51億9,175万7,000円、２、歳出総額50億761万7,000円、３、歳入歳出差引

額１億8,414万円、４、翌年度へ繰り越すべき財源（１）継続費逓次繰越額ゼロ円、（２）

繰越明許費繰越額913万8,000円、（３）事故繰越し繰越額ゼロ円、計913万8,000円、５、

実質収支額１億7,500万2,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定によ

る基金繰入金１億4,500万円でございます。 

  次に、国民健康保険特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第57号 平成24年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、御

説明申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款国民健康保険税、１項国民健康保険税５億2,131万3,000円、７億9,055万6,138円、

５億922万８円、3,875万6,160円、２億4,257万9,970円、△1,209万2,992円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料40万3,000円、42万9,000円、42万9,000円、ゼロ、ゼ

ロ、２万6,000円。 

  ３款国庫支出金５億736万1,000円、５億2,785万3,615円、５億2,785万3,615円、ゼロ、

ゼロ、2,049万2,615円。 

  １項国庫負担金４億225万3,000円、２億2,026万68円、２億2,026万68円、ゼロ、ゼロ、

1,800万7,068円。 

  ２項国庫補助金１億510万8,000円、１億759万3,547円、１億759万3,547円、ゼロ、ゼロ、

248万5,547円。 

  ４款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金8,401万円、8,606万6,000円、8,606万

6,000円、ゼロ、ゼロ、205万6,000円。 



  ５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金５億987万5,000円、５億5,436万4,928円、

５億5,436万4,928円、ゼロ、ゼロ、4,448万9,928円。 

  ６款県支出金１億2,451万7,000円、１億2,942万8,242円、１億2,942万8,242円、ゼロ、

ゼロ、491万1,242円。 

  １項県補助金１億920万円、１億1,405万3,957円、１億1,405万3,957円、ゼロ、ゼロ、

485万3,957円。 

  ２項県負担金1,531万7,000円、1,537万4,285円、1,537万4,285円、ゼロ、ゼロ、５万

7,285円。 

  ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金２億5,351万9,000円、２億5,351万9,541円、

２億5,351万9,541円、ゼロ、ゼロ、541円。 

  ８款財産収入、１項財産運用収入2,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△2,000円。 

  ９款繰入金１億1,591万1,000円、１億1,494万6,910円、１億1,494万6,910円、ゼロ、ゼ

ロ、△96万4,090円。 

  １項一般会計繰入金１億1,591万円、１億1,494万6,910円、１億1,494万6,910円、ゼロ、

ゼロ、△96万3,090円。 

  ２項基金繰入金1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  10款繰越金、１項繰越金2,118万3,000円、2,118万2,676円、2,118万2,676円、ゼロ、ゼ

ロ、△324円。 

  11款諸収入616万円、1,758万6,987円、1,758万6,987円、ゼロ、ゼロ、1,142万6,987円。 

  １項延滞金、加算金及び過料237万1,000円、264万400円、264万400円、ゼロ、ゼロ、26

万9,400円。 

  ２項預金利子1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  ３項雑入378万8,000円、1,494万6,587円、1,494万6,587円、ゼロ、ゼロ、1,115万8,587

円。 

  歳入合計予算現額21億4,425万4,000円、調定額24億9,593万4,037円、収入済額22億

1,459万7,907円、不納欠損額3,875万6,160円、収入未済額２億4,257万9,970円、予算現額

と収入済額との比較7,034万3,907円となった内容でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款総務費872万5,000円、805万6,467円、ゼロ、66万8,533円、66万8,533円。 



  １項総務管理費584万4,000円、557万7,105円、ゼロ、26万6,895円、26万6,895円。 

  ２項徴税費247万3,000円、215万9,089円、ゼロ、31万3,911円、31万3,911円。 

  ３項議会協議会費21万9,000円、13万1,420円、ゼロ、８万7,580円、８万7,580円。 

  ４項趣旨普及費18万9,000円、18万8,853円、ゼロ、147円、147円。 

  ２款保険給付費14億3,102万円、14億717万6,932円、ゼロ、2,384万3,068円、2,384万

3,068円。 

  １項療養諸費12億5,974万1,000円、12億3,868万5,540円、ゼロ、2,105万5,460円、

2,105万5,460円。 

  ２項高額療養費１億6,037万4,000円、１億5,892万8,032円、ゼロ、144万5,968円、144

万5,968円。 

  ３項移送費10万円、ゼロ、ゼロ、10万円、10万円。 

  ４項出産育児諸費840万5,000円、756万3,360円、ゼロ、84万1,640円、84万1,640円。 

  ５項葬祭諸費240万円、200万円、ゼロ、40万円、40万円。 

  ３款後期高齢者支援金、１項後期高齢者支援金２億7,997万6,000円、２億7,997万5,578

円、ゼロ、422円、422円。 

  ４款前期高齢者納付金、１項前期高齢者納付金28万5,000円、28万3,634円、ゼロ、1,366

円、1,366円。 

  ５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金29万7,000円、29万5,572円、ゼロ、1,428円、

1,428円。 

  ６款介護納付金、１項介護納付金１億2,758万4,000円、１億2,758万3,651円、ゼロ、349

円、349円。 

  ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金２億4,563万5,000円、２億4,563万2,424円、

ゼロ、2,576円、2,576円。 

  ８款保健事業費1,714万8,000円、1,640万5,410円、ゼロ、74万2,586円、74万2,586円。 

  １項保健事業費471万9,000円、459万9,923円、ゼロ、11万9,077円、11万9,077円。 

  ２項特定健康診査等事業費1,242万9,000円、1,180万5,491円、ゼロ、62万3,509円、62万

3,509円。 

  ９款基金積立金、１項基金積立金2,000円、ゼロ、ゼロ、2,000円、2,000円。 

  10款公債費、１項公債費1,000円、ゼロ、ゼロ、1,000円、1,000円。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金2,890万6,000円、2,799万433円、ゼロ、91万



5,567円、91万5,567円。 

  12款予備費、５ページ及び６ページをお開きください。 

  １項予備費467万5,000円、ゼロ、ゼロ、467万5,000円、467万5,000円。 

  歳出合計予算現額21億4,425万4,000円、支出済額21億1,340万105円、翌年度繰越額ゼロ、

不用額3,085万3,895円、予算現額と支出済額との比較3,085万3,895円でございます。 

  歳入歳出差引残額１億119万7,802円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、31ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書についてですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額22億1,459万8,000円、２、歳出総額21億1,340万円、３、歳入歳出差引額１

億119万8,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額１億119万8,000

円、６、実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼロ円でござ

います。 

  以上、国民健康保険でした。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま会計管理者より決算概要の説明中ですが、この際、３時55

分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時４２分 

 

再開 午後 ３時５５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開します。 

  引き続き、会計管理者より決算概要の説明を求めます。 

  会計管理者。 

（会計管理者兼会計課長 鈴木 孝君登壇） 

○会計管理者兼会計課長（鈴木 孝君） それでは、引き続きまして、後期高齢者のほうから

説明させていただきます。 

  議案第58号 平成24年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまして、

御説明申し上げます。 

  後期高齢者特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 



  １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料１億1,102万9,000円、１億769万

8,500円、１億306万2,900円、100万6,800円、362万8,800円、△796万6,100円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料５万円、６万3,500円、６万3,500円、ゼロ、ゼロ、

１万3,500円。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金3,058万4,000円、3,058万3,358円、3,058万3,358円、

ゼロ、ゼロ、△642円。 

  ４款諸収入35万2,000円、22万4,776円、22万4,776円、ゼロ、ゼロ、△12万7,224円。 

  １項延滞金、加算金及び過料35万2,000円、21万9,400円、21万9,400円、ゼロ、ゼロ、△

13万2,600円。 

  ２項雑入ゼロ、5,376円、5,376円、ゼロ、ゼロ、5,376円。 

  ５款繰越金、１項繰越金349万2,000円、349万550円、349万550円、ゼロ、ゼロ、△1,450

円。 

  歳入合計予算現額１億4,550万7,000円、調定額１億4,206万684円、収入済額１億3,742万

5,084円、不納欠損額100万6,800円、収入未済額362万8,800円、予算現額と収入済額との比

較△808万1,916円となった内容でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金１

億4,510万6,000円、１億3,594万3,858円、ゼロ、916万2,142円、916万2,142円。 

  ２款諸支出金40万1,000円、６万300円、ゼロ、34万700円、34万700円。 

  １項償還金及び還付加算金35万1000円、１万3,100円、ゼロ、33万7,900円、33万7,900円。 

  ２項繰出金５万円、４万7,200円、ゼロ、2,800円、2,800円。 

  歳出合計予算現額１億4,550万7,000円、支出済額１億3,600万4,158円、翌年度繰越額ゼ

ロ円、不用額950万2,842円、予算現額と支出済額との比較950万2,842円となった内容でご

ざいます。 

  歳入歳出差引残額142万926円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、11ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書ですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額１億3,742万5,000円、２、歳出総額１億3,600万4,000円、３、歳入歳出差

引額142万1,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額142万1,000円、

６、実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼロ円でございま



す。 

  次に、介護保険特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第59号 平成24年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、御説明

申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款保険料、１項介護保険料２億3,788万3,000円、２億6,738万4,700円、２億3,980万

3,500円、217万4,400円、2,540万6,800円、192万500円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料11万円、11万7,200円、11万7,200円、ゼロ、ゼロ、

7,200円。 

  ３款国庫支出金２億7,140万9,000円、２億7,141万860円、２億7,141万860円、ゼロ、ゼ

ロ、1,860円。 

  １項国庫負担金２億665万7,000円、２億665万8,140円、２億665万8,140円、ゼロ、ゼロ、

1,140円。 

  ２項国庫補助金6,475万2,000円、6,475万2,720円、6,475万2,720円、ゼロ、ゼロ、720

円。 

  ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金３億3,700万8,000円、３億3,713万245円、３

億3,713万245円、ゼロ、ゼロ、12万2,245円。 

  ５款県支出金１億7,936万6,000円、１億7,936万7,677円、１億7,936万7,677円、ゼロ、

ゼロ、1,677円。 

  １項県負担金１億6,386万5,000円、１億6,386万5,909円、１億6,386万5,909円、ゼロ、

ゼロ、909円。 

  ２項県補助金514万4,000円、514万5,360円、514万5,360円、ゼロ、ゼロ、1,360円。 

  ３項財政安定化基金支出金1,035万7,000円、1,035万6,480円、1,035万6,480円、ゼロ、

ゼロ、△592円。 

  ６款財産収入、１項財産運用収入1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  ７款繰入金、１億6,039万6,000円、１億6,039万6,000円、１億6,039万6,000円、ゼロ、

ゼロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億6,039万6,000円、１億6,039万6,000円、１億6,039万6,000円、

ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 



  ８款繰越金、１項繰越金1,778万4,000円、1,778万4,857円、1,778万4,857円、ゼロ、ゼ

ロ、857円。 

  ９款諸収入４万4,000円、４万5,000円、４万5,000円、ゼロ、ゼロ、1,000円。 

  １項延滞金加算金及び過料1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  ２項預金利子1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円 

  ３項雑入４万2,000円、４万5,000円、４万5,000円、ゼロ、ゼロ、3,000円。 

  歳入合計予算現額12億400万1,000円、調定額12億3,363万6,539円、収入済額12億605万

5,339円、不納欠損額217万4,400円、収入未済額2,540万6,800円、予算現額と収入済額との

比較205万4,339円となった内容でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款総務費1,101万9,000円、1,061万5,017円、ゼロ、40万3,983円、40万

3,983円。 

  １項総務管理費91万3,000円、83万2,754円、ゼロ、８万246円、８万246円。 

  ２項徴収費146万3,000円、143万4,067円、ゼロ、２万8,933円、２万8,933円。 

  ３項介護認定審査会費864万3,000円、834万8,896円、ゼロ、29万4,804円、29万4,804円。 

  ２款保険給付費11億5,519万円、11億2,575万1,843円、ゼロ、2,943万8,157円、2,943万

8,157円。 

  １項介護サービス等諸費10億6,110万7,000円、10億3,433万5,559円、ゼロ、2,577万

1,441円、2,577万1,441円。 

  ２項介護予防サービス等諸費2,912万7,000円、2,755万2,183円、ゼロ、157万4,817円、

157万4,817円。 

  ３項その他諸費82万3,000円、81万5,200円、ゼロ、7,800円、7,800円。 

  ４項高額介護サービス等費2,029万円、1,982万2,055円、ゼロ、46万7,945円、46万7,945

円。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費270万円、225万2,866円、ゼロ、44万7,134円、44万

7,134円。 

  ６項特定入所者介護サービス等費4,214万3,000円、4,097万3,980円、ゼロ、116万9,020

円、116万9,020円。 

  ３款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金1,000円、ゼロ、ゼロ、1,000円、

1,000円。 



  ４款基金積立金、１項基金積立金369万2,000円、369万2,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ５款地域支援事業費2,833万円、2,672万2,492円、160万7,508円、160万7,508円。 

  １項介護予防事業費641万2,000円、582万5,104円、ゼロ、58万6,896円、58万6,896円。 

  ２項包括的支援事業等費2,191万8,000円、2,089万7,388円、ゼロ、102万612円、102万

612円。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金476万9,000円、466万402円、ゼロ、10万8,598

円、10万8,598円。 

  ７款予備費、１項予備費100万円、ゼロ、ゼロ、100万円、100万円。 

  歳出合計予算現額12億400万1,000円、支出済額11億7,144万1,754円、翌年度繰越額ゼロ、

不用額3,255万9,246円、予算現額と支出済額との比較3,255万9,246円となった内容でござ

います。 

  歳入歳出差引残額3,461万3,585円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、29ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書ですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額12億605万5,000円、２、歳出総額11億7,144万1,000円、３、歳入歳出差引

額3,461万4,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額3,461万4,000

円、６、実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼロ円でござ

います。 

  次に、稲取財産区特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第60号 平成24年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、御説

明申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款財産収入、１項財産運用収入126万円、126万1,354円、126万1,354円、ゼロ、ゼロ、

1,354円。 

  ２款繰越金、１項繰越金１万7,000円、１万7,468円、１万7,468円、ゼロ、ゼロ、468円。 

  ３款諸収入、１項預金利子1,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、△1,000円。 

  歳入合計予算現額127万8,000円、調定額127万8,822円、収入済額127万8,822円、不納欠

損額ゼロ、収入未済額ゼロ、予算現額と収入済額との比較822円となった内容でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款管理会費、１項管理会委員会費103万6,000円、103万6､000円、ゼロ、



ゼロ、ゼロ。 

  ２款諸支出金、１項繰出金16万8,000円、16万8,000円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３款予備費、１項予備費７万4,000円、ゼロ、ゼロ、７万4,000円、７万4,000円。 

  歳出合計予算現額127万8,000円、支出済額120万4,000円、翌年度繰越額ゼロ、不用額７

万4,000円、予算現額と支出済額の比較７万4,000円でございます。 

  歳入歳出差引残額７万4,822円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、９ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書についてですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額127万9,000円、２、歳出総額120万4,000円、３、歳入歳出差引額７万5,000

円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額７万5,000円、６、実質収支額

のうち、地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼロ円でございます。 

  次に、風力発電事業特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第61号 平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算につきまして、御

説明申し上げます。 

  まず、歳入ですが、１款財産収入、１項財産運用収入１万円、9,429円、9,429円、ゼロ、

ゼロ、△571円。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金1,560万円、1,560万円、1,560万円、ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３款繰越金、１項繰越金323万円、323万347円、323万347円、ゼロ、ゼロ、347円。 

  ４款諸収入7,885万円、4,111万7,416円、4,111万7,416円、ゼロ、ゼロ、△3,773万

2,584円。 

  １項収益事業4,000万円、4,111万7,416円、4,111万7,416円、ゼロ、ゼロ、111万7,416

円。 

  歳入合計予算現額9,769万円、調定額5,995万7,192円、収入済額5,995万7,192円、不納欠

損額ゼロ円、収入未済額ゼロ円、予算現額と収入済額との比較△3,773万2,808円となった

内容でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款電気事業費6,969万6,000円、2,984万2,602円、3,085万円、100万3,398円、3,985万

3,398円。 

  １項電気事業管理費６万2,000円、４万円、ゼロ、２万2,000円、２万2,000円。 



  ２項風力発電事業費6,963万4,000円、2,980万2,602円、3,885万円、98万1,398円、

3,983万1,398円。 

  ２款公債費、１項公債費2,449万4,000円、2,449万2,808円、ゼロ、1,192円、1,192円。 

  ３款諸支出金、１項繰出金300万円、229万5,000円、ゼロ、70万5,000円、70万5,000円。 

  ４款予備費、１項予備費50万円、ゼロ、ゼロ、50万円、50万円。 

  歳出合計予算現額9,769万円、支出済額5,663万410円、翌年度繰越額3,885万円、不用額

220万9,590円、予算現額と支出済額との比較4,105万9,590円でございます。 

  歳入歳出差引残額332万6,782円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、11ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額5,995万7,000円、２、歳出総額5,663万円、３、歳入歳出差引額332万7,000

円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額332万7,000円、６、実質収支

額のうち、地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼロ円でございます。 

  以上で各会計の決算の概要説明とさせていただきます。 

  次に、別冊主要施策の成果説明書の中に閉じてあります財産に関する調書について、御説

明させていただきます。 

  恐れ入りますが、主要施策の成果説明書の末尾に閉じ込んでございます財産に関する調書

の153ページをお開きください。 

  平成24年度中に増減のあった項目につき、概要のみ説明させていただきますのでよろし

くお願いいたします。 

  １、公有財産の（ア）土地についてですが、決算年度中増減高の欄をごらんください。 

  公共用財産のその他の施設316.51平米の増は、全て町道の寄付、寄付等での取得による

ものとなっております。内訳ですが、町道入谷天城１号線の61.5平方メートルを稲取在住

の鈴木精さん、渡辺久文さんから、墓地線の1.01平米を稲取在住の栗田卓男さんから、奈

良本通り峰線の254平米を株式会社東伊豆開発システムから寄付を受けました。 

  次に、原野の74.56平米の減は、稲取字磯脇2999番地の３地先の道路敷を売却しました。 

  雑支出の22.66平米の件は、奈良本字入谷43番地の１地先17.38平米、奈良本字入谷63番

地の３、5.2平米の道路敷をそれぞれ交換したものでございます。 

  次に、154ページをお開きください。 

  （イ）建物の非木造決算年度中の増減高の公共用財産の学校113平方メートルの増は、稲



取小学校備蓄倉庫改築工事によるものでございます。 

  次に、公共用財産のその他の施設19.89平方メートルの増は、八尾比丘尼公園トイレ7.93

平米及び細野高原観光トイレ11.9平米の増築分でございます。 

  次に、155ページをごらんください。 

  （２）山林立木の推定蓄積量の決算年度中増減高の欄をごらんください。 

  所有林の増につきましては、所有面積当たりの成長率を50％にて換算し、1,569立米とし

たものであります。減分の1,638.66立米につきましては、森林整備加速化・林業再生事業

で間伐、また松くい虫等駆除の伐倒及び森林空間総合整備事業で間伐した分で、決算年度末

現在高は９万6,296.34立米となりました。分収林の539立米の増は、日本大昭和板紙、森林

農地整備センターの植栽面積当たりの成長率を50％にて推計したものであり、決算年度末

現在高は３万8,883立米となりました。 

  次に、160ページをお開きください。 

  ４、基金でございますが、１番上の財政調整基金から１番下の風力発電基金までの決算年

度中増減高の増額は１億5,220万4,000円、減額は１億4,068万8,000円となり、決算年度末

現在高は８億6,054万4,000円となりました。このうち、財政調整基金に平成23年度決算剰

余金１億3,700万円と1,053万5,000円の、合わせて１億4,753万5,000円を基金に積み立て、

財源補てんのため１億2,508万8,000円を取り崩し、決算年度現在高は６億9,560万3,000円

となりました。 

  社会福祉基金71万7,000円の増は、稲取在住の内山定晴さんほかから9,837円、伊豆ヘル

スケア株式会社から２万円、東伊豆調理師会から３万7,000円、社会福祉法人三信福祉協会

から10万円、これら４件の寄付によるものと、ふるさと納税分の55万円を合わせ、積立措

置をいたしました。 

  決算年度末現在高は、1,684万1,000円となっております。 

  教育振興基金の25万円の増は、東京都在住の中村眞一からの寄付によるものを積立措置

したものであり、決算年度末現在高は1,858万3,000円となりました。 

  介護保険給付準備基金につきましては、予算積立金として369万2,000円を積み立て、決

算年度末現在高は9,178万6,000円となりました。 

  風力発電事業基金につきましては、預金利子１万円を、また普通預金199万円と定期

1,361万円を取り崩し、決算年度末現在高は2,412万9,000円となりました。 

  次に、161ページをごらんください。 



  定額基金運用状況報告の（２）育英奨学基金につきましては、平成24年度中の貸し付け

はなく、貸し付け者13名から215万8,000円の返還がなされ、決算年度末現在高は3,060万

7,000円となりました。 

  以上で、概要説明を終わらせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎会議時間の延長 

○議長（鈴木 勉君） お諮りします。本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長

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、本日の会議時間は延長することに決し

ました。 

  会議時間を延長します。 

 

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

 

○議長（鈴木 勉君） 引き続き、水道課長より決算概要の説明を求めます。 

  水道課長。 

（水道課長 山口 誠君登壇） 

○水道課長（山口 誠君） 議案第62号 平成24年度東伊豆町水道事業会計決算について、

概要を御説明申し上げます。 

  款項の区分による説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、決算書の１ページをごらんください。 

  収益的収入及び支出ですが、収入の第１款水道事業収益は予算額４億2,471万7,000円に

対し決算額は４億3,089万8,242円で、予算額に比べ618万1,242円の増となりました。 

  前年度と比較しますと2.7％の減となっております。 

  第１項営業収益は予算額４億2,259万2,000円に対し、決算額は４億2,771万8,309円で、

予算額に比べ512万6,309円の増となりました。 

  前年度対比では、料金収入のうち家庭用が1.4％の減となりましたが、ホテル、旅館など



営業用は4.6％の増、マンション、分譲地用も6.7％の増となり、営業収益全体では2.6％の

増となっております。 

  第２項営業外収益は、予算額212万5,000円に対し、決算額は317万9,933円で、予算額に

比べ105万4,933円の増となりました。前年度対比では給水分担金は前年度並みでありまし

たが、県より配水管布設がえ工事に伴う移設補償費が交付されたことから、営業外収益全体

では23.6％の増となっております。 

  次に、支出ですが、第１款水道事業費用は予算額４億3,258万9,000円に対し、決算額は

４億2,270万2,551円で、執行率97.7％、不用額988万6,449円となりました。前年度と比較

しますと1.6％の減となっております。 

  第１項営業費用は予算額３億8,644万9,000円に対し、決算額は３億7,867万6,258円で、

執行率98％、不用額777万2,742円となりました。前年度対比では、電気料金の改定により

動力費は14.3％増加しましたが、修繕費が43.1％減少したため営業費用全体では1.2％の減

となっております。 

  第２項営業外費用は、予算額4,447万9,000円に対し、決算額は4,340万5,082円で、執行

率97.6％、不用額107万3,918円となりました。前年度対比では、企業債の元金償還に伴う

支払い利息の減少により営業外費用全体では3.2％の減となっております。 

  第３項特別損失は、予算額66万1,000円に対し、決算額は62万1,211円で、時効による57

件の不納欠損処分を行いました。 

  第４項予備費につきましては、執行がありませんでした。 

  ２ページをごらんください。 

  資本的収入及び支出ですが、収入はありませんでした。 

  支出の第１款資本的支出は予算額２億4,536万3,000円に対し、決算額は２億4,074万

9,342円で、執行率98.1％、不用額461万3,658円となりました。前年度と比較しますと、

0.2％の増となっております。 

  第１項建設改良費は予算額１億6,067万3,000円に対し、決算額は１億5,605万9,600円で、

執行率97.1％、不用額461万3,400円となりました。 

  新稲取第２中継ポンプ場擁壁復旧工事や国道135号配水管布設がえ工事など22件の建設工

事と稲取地区水源調査業務など５件の業務委託を実施いたしました。 

  工事の執行状況につきましては、12ページ及び13ページに掲載してあります。 

  第２項企業債償還金は、予算額8,469万円に対し、決算額は8,468万9,742円で、計画に基



づき償還いたしました。 

  資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億4,074万9,342円は、過年度分損益勘定留

保資金２億3,338万2,342円、過年度消費税資本的収支調整額736万7,000円で補てんしまし

た。 

  ３ページ及び４ページには損益計算書を掲載してあります。 

  ４ページをごらんください。 

  事業損益につきましては、85万9,242円の当期純利益を確保することができました。前年

度繰越利益剰余金2,578万5,982円に、当期純利益を加えた当年度未処分利益剰余金は2,664

万5,223円となりました。 

  ５ページから７ページには貸借対照表を、８ページから９ページには剰余金計算書を掲載

してあります。 

  それでは、９ページをごらんください。 

  当年度未処分利益剰余金2,664万5,223円につきましては、全額を翌年度へ繰り越しとす

る剰余金処分案とさせていただきました。 

  10ページ以降には事業報告書付属資料及び参考資料を添付してありますので、ごらんい

ただきたいと思います。 

  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（鈴木 勉君） ただいま決算概要の説明がございました。 

  本日は、一括上程された各会計の決算概要説明のみとし、大綱質疑の締め切りについては、

本日の午後４時50分まで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。よって、大綱質疑の締め切りを本日の午後４時

50分までとすることに決定しました。 

  通告書につきましては、あらかじめ配付してあります用紙を御使用ください。 

  午後４時50分より議会運営委員会を開催しますので、各委員は御承知ください。 

  また、17日は、午後１時からの会議となります。 

 

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

 



◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日は、これにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時３０分 
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開議 午後 １時０１分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、こんにちは。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定足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３回定例会第８日目は成立しましたので、開会します。 

  本日は、最初に大綱質疑を行いますが、当局から全員協議会開催の依頼がありましたので、

大綱質疑終了後、全員協議会を開きます。その後、決算審査特別委員会に入っていただくこ

とになりますので、議員の皆様には御承知願います。 

  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（鈴木 勉君） 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 議案第５６号 平成２４年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて 

◎日程第２ 議案第５７号 平成２４年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第３ 議案第５８号 平成２４年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について 

◎日程第４ 議案第５９号 平成２４年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第５ 議案第６０号 平成２４年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第６ 議案第６１号 平成２４年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第７ 議案第６２号 平成２４年度東伊豆町水道事業会計決算認定につい

て 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案第56号 平成24年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算

認定についてから日程第７ 議案第62号 平成24年度東伊豆町水道事業会計決算認定につ

いてまで、以上７件を一括議題とします。 

  これより、大綱質疑を行います。 

  大綱質疑につきましては、質問回数は２回までとし、質疑と答弁を含め１人30分以内と

します。 

  12番、居山さんの大綱質疑を許します。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） こんにちは。 

  本定例会に当たりまして、私は大綱質疑、３点にわたって通告をさせていただきましたの

で、ただいまより質疑をさせていただきます。 

  一般会計ということでございます。 



  その１点目として、町民の血税を財源に24年度の予算執行がなされましたが、住民福祉

向上に特筆する成果をお伺いいたします。 

  ２点目といたしまして、目的別歳出の構成比5.6％を占める６款商工費２億7,761万3,750

円、この商工費、つまり商工振興あるいは観光等々に係るものでございますけれども、その

費用対効果、これをどう把握されているかお尋ねするところでございます。 

  ３点目は、前年度の決算審査意見書より重点的な改善が図られている施策についてお尋ね

をいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の一般会計の大綱質疑は３点からの御質問となっていますの

で、順次お答えいたします。 

  １点目の住民の血税を財源に24年度の予算執行がされたが、住民福祉向上に特筆する成

果を伺うについてですが、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として地域に

おける行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとすると地方自治法に規定さ

れた地方自治の本旨に基づき、平成24年度予算においても、限られた財源の中で投資効果

を検討し、住民福祉の向上のために事業の見直しを行いつつ、住民ニーズを的確に把握し、

住民要望に応えるため優先順位の厳しい選択を行いつつ、私の施策の基本姿勢であります町

内産業の振興発展、次世代の育成支援、安全・安心な環境整備、健やかで生き生きと暮らせ

るまちづくりを主要事業として編成し、施策の推進に努めてまいりました。 

  全ての事業は住民福祉の増進につながるものであり、それぞれの成果についても主要施策

の成果説明書に明確に記載しておりますが、主要事業の一つである少子化対策の推進では、

これまでの放課後児童クラブや学校給食費の一部助成、ブックスタート事業並びに子ども医

療費助成事業などに加え、24年度からの新規事業として子ども未来支援事業を推進しまし

た。１年で成果が出るものではありませんので、今後も継続し、住民福祉の向上のため施策

の推進を図っていく所存でございます。 

  次に、２点目の目的別歳出の構成比5.6％を占める６款商工費２億7,761万3,750円の費用

対効果をどう把握されているかを伺うについてですが、平成24年度は、東日本大震災の影

響を大きく受けた23年度に比べ観光来遊客や入湯客数は増加したものの、震災前の実績に

は回復しておらず、基幹産業である観光業の低迷により、関連の各種産業はもとより、町内



経済は依然として大変厳しい状況が続いております。 

  町といたしては、プレミアムつき地域商品券の発行に対する補助や町内事業者への利子補

給、住宅リフォーム振興補助事業等を継続的に実施し、大きな成果を上げることができまし

た。 

  さらに、新たな観光資源の発掘や既存の観光資源のてこ入れが必要との判断から、積極的

な事業展開と観光宣伝を実施いたしました。中でも細野高原のすすきイベントは、効果的な

誘客宣伝事業と周辺の区間整備が図られたことにより、10月の閑散期に１万人を超える来

遊客でにぎわうことができました。さらに今後も伊豆半島の秋の一大イベントとして県内外

からも大きな期待が寄せられております。 

  いずれにいたしましても、単年度の事業で費用対効果が全てあらわれるものではなく、事

業を検証しつつ引き続き対策を強化していくことが大切であると考えますので、御理解をお

願いいたします。 

  次に、３点目の前年度決算審査意見書より重点的な改善が図られている施策について伺う

についてですが、地方公共団体の長は、毎年度、監査委員の意見を付して決算の認定に付す

こととされており、決算審査意見書がお手元に配付されていることと存じます。 

  また、監査委員の決算審査につきましては、過去の意見書の指摘事項がどのように反映さ

れているか、審査の対象とされており、各課において指摘事項の取り組み状況を報告した後、

決算審査に付しております。このような点で、前年度と決算年度の改善状況につきましては、

両方の意見書を見比べていただくことで事務事業の取り組み状況がうかがえるところと認識

しております。 

  決算年度における審査意見書においても、前年度の検討課題などについて、おおむね前向

きに改善、努力されていることがうかがえる。また、一部未改善、未検討のところもあり、

引き続き前向きに努力されたいと記述されております。 

  御指摘の重点的な改善が図られた施策についてでございますが、歳入の面では、自主財源

の根幹をなす町税の収納について、大変厳しい経済状況ではあるが、今後もまた収納率向上

のため、より一層の努力をされること。歳出面では、医療や福祉関係経費の増大が一般会計

の財源をさらに圧迫することから、引き続き歳出の軽減に努め、効率的な事業展開を望む。

自主財源が減少する中で、極力財政の硬直化を招かないよう中長期的な地域経済活性化対策

を図りつつ、安定的な財源確保に努められたいとの意見でございます。 

  町といたしましては、秋口に実施される予定の事務監査で指摘事項が生じれば、それらも



含めて改善すべき点は早急に取り組み、事務事業に反映してまいりますので、御理解をお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 短い時間ですもので、効率的に伺えればいいんですけれども、こう

して即答していただいた内容、また私が疑問に思う点等々、またちょっと話がうまくかみ合

うかどうかということもあろうかと思いますが、大綱質疑のあり方について議会のほうでも

いろいろと議論がなされているわけでございますけれども、非常に大事な質疑になろうかと

いうふうに思います。それはやはり自分たちの担当の一般会計か特別会計かというふうなこ

とで違うわけですけれども、担当するところはよく見ますけれども、それ以外なかなか見な

いと。こうして大綱質疑をさせていただくことで、改めて過去のいろんなデータを調べなが

ら勉強をさせていただきましたが、十分なものではなく、今後も質疑を機会あるごとに続け

させていただきたいなというふうに思います。 

  さて、この24年度の決算、51億9,175万7,000円ということでの歳入、そしてまた歳出が

50億761万7,000円というふうなことでございます。この予算につきましては、23年度、

３・11の震災後というふうなことで、本当に全国的にどう予算を計上していったらいいの

かということ等々、また当町におきましても非常に苦慮されたことかというふうに思います。 

  予算書を見ますと、当初は非常に予算も絞り込んで、限定的な形でもって予算が組まれた

わけでございますけれども、正直申し上げまして、その時点でも私は、この24年度の予算

編成のあり方についても根本的に納得いかないというふうなことで、もう一名反対がありま

したけれども、反対をさせていただきました。重箱の隅をつつくようなそういう視点かもし

れませんけれども、今この時代に本当に求められているものが何かというふうなこと等を考

えましたときに、どうしても賛成ができなかったというふうな経緯がございます。 

  今、町長、１点目でおっしゃいました住民福祉の向上ということが地方自治の本旨だとい

うふうなことから述べられておりましたし、また限られた予算、そしてまた、さらに事業へ

の見直しをしたと。さらにさらに優先順位をつけ、御自分で取り組まれている町内の経済の

活性化、次世代の育成、あるいは安全・安心、そしてまた健やかで過ごせるまちというふう

なところに財源を配分したというふうな御答弁を伺ったわけでございますけれども、全ての

施策が住民福祉向上につながると思うとおっしゃってはおりますけれども、私ども台所を預

かっている主婦としましては、非常にこの何十億という、もう考えられないような数字と取



っ組み合いをしながら、しかし、その予算が例えば補助費等々ずっと平成元年ぐらいからの

金額的な推移を見てきますと、平成８年ぐらい、かなりピークがございました。平成21年

等も若干、補助費等が12億というふうなことでございました。 

  今回、24年度の場合にも10億からの補助費が、これはさまざまなものをトータルしての

補助費ですので、一概に論じることは難しいかというふうに思いますが、大盤振る舞いにな

っていたのではないかなというふうに思えるところもございます。それは国自体が何として

も経済を活性化しようというふうなこともあって、そういう意味では、町長、ラッキーかな

というふうに、普通ならばこれだけの事業が24年度にできるなんていうことはまずないこ

とで、それをやはりいろんな経緯の中で、国・県からの予算を有効に使うという、その点は

評価をしていきたいというふうには思いますけれども、問題に感じますところは、宣伝費な

るものがいかなる効果を生み、そしてまた、例えばススキなどで１月に１万人とはいっても、

この方々が一体どれだけ町内にいろいろな利益をもたらしてくれているのかという、その辺

のところは把握をなさっているのかどうか。数字の上で一人の人が５回も10回も行くとい

うふうなことでカウントすれば１万人になるかもしれない。そういうようなことからします

と、数字に翻弄をされて、そして予算の計上をもう勢いよくつけて、そして長年の懸案でも

ございました細野高原でございますので、気持ちはみんなわかるんですけれども、うん、ほ

かにやることがあるんじゃなかろうかというふうに思いながら、観光ということが全てに優

先をされて予算が執行をされているというふうなことでございます。 

  それと、私どもも財政健全化法、夕張のようにならないようにというふうなことで、平成

18年ぐらいから準備をし、19年、そして20年から国がきちっと共通の数値でもって各自治

体にその提出を求め、なおかつ住民に議会を通してその報告をすると。そういうようなこと

と、先進的なところは住民が財政を非常に、シルバー世代が特に多いようですけれども、グ

ループをつくって勉強をしていると。うちのまちの財政運営はこれでいいのだろうかという

ふうな鋭い指摘をしているところもございます。 

  これは私どもが当初勉強をするときにつくっていただいた財政の予算の資料でございます

けれども、そのときにやはり一番重要だというふうに指摘をされていた点が、町単独補助金

の見直しというところが、非常に費用対効果を踏まえたというところで大事な指摘をされて

いるわけでございます。さらに、委託契約内容とか維持管理の一元化管理等、そういうもの

を踏まえた抜本的な改革で今後進めなければならないんではないかというふうな指摘がなさ

れているわけでございますけれども、今回、今いただいた町長の御答弁の中には、その辺の



ところが私はやや疑義を感じるところがございます。 

  今後、天災が、また人災もあろうかとも思いますけれども、本当に危機的なそういう状況

を迎えているということを考えたときに、観光優先でこのまま町の運営がなされていいのだ

ろうかというふうなことに対しての大いなる疑問を感じるところでございます。 

  ２点目の観光資源というふうなことでの先ほどすすきイベントについての宣伝事業、この

辺についての今私が申し上げた点を踏まえた上での町長の御答弁をいただきたいというふう

に思います。 

  さらに３点目、監査委員の意見書、これが非常に大事なポイントで、私も改めて今回しっ

かりとそこを検証しながら、数字も見ながら、責任を感じながら、力不足も感じながらいる

わけでございますけれども、しっかりと各特別委員会で今回の決算につきましては議論をし

ていただくと。 

  そして、ある方にいろいろ御指南を受けましたところ、その方いわく、決算はそのまちの

ある意味羅針盤だと。うん、予算が、でもその方は決算が羅針盤だというふうにおっしゃっ

ておられました。考えてみますと、確かにお金は使っちゃったからもう決算をクープでやっ

てもしようがないよというふうに同僚議員でおっしゃる方もあります。しかし、決算をしっ

かり検証して、次年度の予算編成をしていきませんと、お金があり余っているときとは違い

ます。本当に住民の生命を守るということを第一にした、そういう予算編成を考えていく必

要があるんじゃないかと。 

  私が毎日新聞を今日も見てきましたところ、やはりそういう視点で指揮者、野坂さんが論

文を書いておりまして、我が意を得たりと、本当にそうだなというふうに思いながら勉強を

してまいりましたけれども、不十分なところは、また終わるまでの間にしっかりと重ねて勉

強してまいりたいと思います。 

  町長からの御答弁をいただければと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目の血税、私は本当にラッキーだと思います。と申します

のは、３・11が起きてから、国・県の補助金が大分つきまして、防災とかいろんな面でも

町の財源を少なくする中でまちづくりができる。そういうわけで町債、言ったように４億円

から６億、これはもうそのとおりでございます。その中で、やっぱり時代の背景の中で、今

使うべきときは、やっぱり国・県がそういう施策をしている中で、やっぱり町としては大変

重要な施策と考えておりますもので、そういう施策をとった中で一応町債がそういうふうに



膨らんだ。これは御理解願いたいと思います。 

  さらに、補助金に関しましては、私は全てが全て上げているわけではございません。とに

かく吟味した中でやったので、今回の補正で通してもらいましたけれども、天王さんの40

万円に関しましても当初は120万円で来ました。しかしながら、委員会の中で検討した中で、

私もこれはいかがなものかという中で、80万円少ない金額ですけれども、80万円減額させ

てもらった40万円という中で上げさせてもらった。だから、全てが全てうのみで補助金を

上げているということではないことだけは、また理解していただきたいと思います。 

  さらに何回も言うように、私はいざというときに財調は持っておかなければいけないとい

うことは何回も言っております。しかし、また今後、使うときは使わなければいけないとは

考えます。それで今、財調がちょうど７億3,000万円くらいになりました。私が就任したと

きには２億何千万円と、もうほとんどなかったが、そういう中でも財政調整基金は積めると

きには積み上げる。それが私の姿勢でございます。いざ災害が起きたときは、やっぱり財調

が基本になってきますもので、その中で財調を積み上げることをしただけで、しかしながら、

使うときには使わなければ町がだめになりますもので、そういう中で議会の皆さんの御理解

を得た中で、財調を取り崩しながらまちづくりをやってる中で、今、財調が一応７億3,000

万円という中で、自分自身は無駄遣いはしていないつもりでいる中で、やっぱり居山議員が

言ったように、町長になって、この一、二年、本当に国・県などラッキーだということは自

分自身も感じておりますもので、なるべく無駄遣いをしないで、そういうまちづくりをして

いきたいと思うし、補助金に関しましても、来たものに対しましては全て上げるという、そ

ういう姿勢ではないということだけは、今後も引き続きやっていきたい、そう考えてござい

ます。 

  次に、２点目の商工費の費用対効果、これは壇上で言ったようでございます。最初、居山

議員が目について質疑しました。これは委員会のほうでやってもらえれば大変ありがたいと

思います。それは御理解願いたいと思います。 

  次に、決算における意見書、これは私、居山議員と全くそのとおりでございまして、やっ

ぱりこの決算書が次年度の予算編成につながるものと確信しておりますもので、この意見書

の重要さというものは十分認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、12番、居山さんの大綱質疑を終結します。 

  次に、11番、山本さんの大綱質疑を許します。 



  11番、山本さん。 

（１１番 山本鉄太郎君登壇） 

○１１番（山本鉄太郎君） 私は一般会計の審査の委員ですので、特別会計のほうを二、三点

伺いたいと思います。 

  国民健康保険特別会計について、不納欠損額の3,875万6,000円の内容をお聞かせくださ

い。 

  ２点目には、収入未済額２億4,257万9,000円の内容と今後の対処方法をお伺いします。 

  歳出についてですが、一般被保険者療養給付費、2,000万円からの不用額が出ております

が、原因をお聞かせください。 

  それで水道会計についてですが、毎年と言っては何ですけれども、懸案されている浄水場

ですね、それで先年度も要するに機具の取りかえや補修工事がよく見られておりますが、今

後どのように推測しているのか、お考えをお聞かせください。 

○議長（鈴木 勉君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山本議員の第１問、国民健康保険特別会計については、歳入２点、歳

出１点からの御質問になっておりますので、順次お答えいたします。 

  歳入についての１点目、不納欠損額3,875万6,000円の内容についてですが、平成24年度

の不納欠損処分の内容につきましては、地方税法第15条の７第４項の執行停止後３年を経

過したものが10件、162万6,100円、同法同条第５項の滞納税を徴収することができないこ

とが明らかになったものは11件、264万9,100円、同法第18条により５年間徴収できなかっ

たことによる納税義務の消滅351件、3,448万960円、合計で平成24年度に行った不納欠損処

分の内容は372件、3,875万6,160円であります。この内容につきましては、主要施策の成果

説明書に掲載させていただいておりますが、納税者への不公平が生じないように、滞納者に

つきましては職員が積極的に収納に努力しておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の収入未済額２億4,257万9,000円の内容と今後の対処方法についてですが、

平成24年度の現年度分の収入未済額6,156万3,272円、滞納繰越分の収入未済額２億1,977万

2,858円から不納欠損額3,875万6,160円を差し引き、収入未済額が２億4,257万9,970円とな

りました。また、平成24年度の収納率は現年度分88.33％、前年度対比で0.2％の増、滞納

繰越分15.15％で、前年度対比で3.87％の増、全体で64.35％、前年度対比1.58％増となり、



全て上昇いたしました。 

  景気の低迷や被保険者の減から国民健康保険税の賦課額は減少しておりますが、その一方

で滞納額が増加しております。しかしながら、納税者への不公平が生じないように、滞納者

につきましては電話の督催告や臨宅徴収のほか預金調査、悪質な滞納者には静岡地方税滞納

整理機構への移管件数を増やし、徴収率の向上に努めていきたいと思います。 

  次に、歳出の１点目、一般被保険者療養給付費2,000万円からの不用額の原因についてで

すが、療養給費費の予算につきましては、毎月の療養給付費の動向や伸び等を予測して積算

しております。平成23年度の一般被保険者療養給付費は月平均額9,837万9,473円で、平成

24年度当初予算ではこの平成23年度の実績をベースに積算いたしましたが、結果的に9,664

万3,185円と減少いたしました。しかしながら、高額な医療費を必要とするときがまれに発

生しており、このような不測の状況を予想して予算措置した結果、2,033万771円の不用額

となりました。 

  次に、山本議員の第２問、水道会計について、白田浄水場に対する機具の取りかえや補修

工事がよく見られるが、今後どのように推測しているのかについてですが、白田浄水場は、

昭和42年の稼働開始以来、46年の年月がたっております。施設や設備の老朽化が進み、機

械等の経年劣化により取りかえや補修工事も随時必要な状況となっています。また、経営上

の大きな負担となっている動力費のコスト削減や水源の分散化による断水区域の縮小などを

図るため、現在実施しております水源調査により新たな水源を求めているところであります。

必要な給水量を確保することできれば、将来的には浄水場の廃止も考えられますので、今後

も緊急性の高いものから最小限の対策を行い、浄水施設の延命化を図っていきたいと考えて

おります。 

○議長（鈴木 勉君） 11番、山本さん。 

（１１番 山本鉄太郎君登壇） 

○１１番（山本鉄太郎君） 税の不公平というものが考えられるものですから、やっぱり収入

未済額、これは職員の方は大変だと思いますけれども、できるだけそのようなことが起こら

ないように、そして難しいと思うんですけれども、浄水場は事故のないようにひとつ私のほ

うからもお願いをしたいですよ、本当に。 

  だから、その辺は水道会計のほうはいいですけれども、収入の要するに未済額、これをこ

れから、今までは臨宅もやってきたし、何もやってきたと言うんですけれども、同じことを

答弁なさられるんじゃないかと思うんですけれども、もうそれしかないようという形で、で



もやっぱりここは税金ですから、どういうふうに取り組むか意気込みをお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に壇上と同じような答弁になると思いますけれども、基本的には

税の公平さ、これを絶対生じさせないことがまず第一だと思います。これはもう徹底してそ

ういう中でこの税の収納はいきたいと思います。 

  というのは、私が考えると、やっぱり先ほどの静岡県の滞納整理、ここに送ると結果、該

当する人は大分びびるという言い方はおかしいですけれども、これは基本的にはもっと力を

入れて、もう県に送りますよということをより強くやっていきたいと考えております。当然

その中でやると何回も言ったように電話での催督、臨宅と、この辺をやっております。この

中で、もうどうしてもないときは不納欠損となるので、御理解願いたいと思いますし、不納

欠損はやっぱり執行５年というのは、町民が大分誤った考えをされると困りますが、基本的

には町は督促は出します。督促を出した段階で、もう行き先不明とか転先が不明または行方

不明、またお金が本当にないという、この人に限りましては５年間の執行停止ということで

ございまして、安易に５年間の執行停止をやっていないことだけは、山本議員にも御理解願

いたいと思います。 

  何にしても、まずは不公平さを生じないことと、さらに今言った県の滞納整理機構、ここ

にどんどん送る。そのような方法で滞納を少なくしていきたいと考えておりますもので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、11番、山本議員の大綱質疑を終結します。 

  お諮りします。ただいま議案となっております議案第56号 平成24年度東伊豆町一般会

計歳入歳出決算認定については、５人の委員で構成する一般会計決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査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。よって、議案第56号については、５人の委員

で構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決しまし

た。 

  お諮りします。ただいま設置されました一般会計決算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名した

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、一般会計決算審査特別委員会の委

員は、お手元に配付してあります名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま一般会計決算審査特別委員会に付託しました議案第56号については、会議規則

第46条第１項の規定により、来る９月27日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけ

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、一般会計決算審査特別委員会において

９月27日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけることに決しました。 

  お諮りします。ただいま議案となっております議案第57号 平成24年度東伊豆町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定についてから議案第62号 平成24年度東伊豆町水道事業

会計決算認定についてまでの６件については、６人の委員で構成する特別会計決算審査特別

委員会を設置し、これに付託して審査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。よって、議案第57号から議案第62号までは、

６人の委員で構成する特別会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

に決定しました。 

  お諮りします。ただいま設置されました特別会計決算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名した

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、特別会計決算審査特別委員会の委

員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決しました。 

  ただいま特別会計決算審査特別委員会に付託しました議案第57号から議案第62号までは、

会議規則第46条第１項の規定により、来る９月27日までに審査を終え、報告できるよう期

限をつけたいと思います。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、特別会計決算審査特別委員会において

９月27日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけることに決しました。 



  なお、委員会室として、一般会計決算審査特別委員会には大会議室を、特別会計決算審査

特別委員会には第１委員会室をそれぞれ充ててあります。 

  お諮りします。特別委員会審査のため、９月18日から９月26日までの９日間を休会とし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、９月18日から９月26日までの９

日間を休会とすることに決定しました。 

  ただいまから委員会を開き、付託案件の審査をお願いします。 

  来る９月27日は午前９時30分から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論並び

に採決を行います。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、来る９月27日は、午前９時30分

から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論並びに採決を行うことに決定しました。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時３９分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定足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３回定例会第18日目は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（鈴木 勉君） 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 議案第５６号 平成２４年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案第56号 平成24年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算

認定についてを議題とします。 

  一般会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） おはようございます。 

  平成25年９月27日。東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。一般会計決算審査特別委員会委員

長 須佐 衛。 

  一般会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定

により報告します。 

  記。 

  事件の番号、議案第56号。 

  件名、平成24年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について。 

  審査の結果、原案認定。 

  次のページをおあけください。 

  一般会計決算審査特別委員会に付託された、議案第56号 平成24年度東伊豆町一般会計

歳入歳出決算認定について。 

  歳入・歳出全部。 

  第１ 会議回数、月日、場所、出欠席議員。 

  以下の項目につきましては、朗読を割愛させていただきます。 

  ３ページをおあけください。 

  第２、質疑の要旨。 

  平成24年度東伊豆町一般会計決算。 



  （１）概要について。 

  平成24年度の一般会計決算は、予算現額53億6,486万4,000円に対し、収入済額51億9,175

万7,126円、支出済額50億761万7,623円で、歳入歳出差引額は１億8,413万9,503円である。

繰越明許費繰越額913万8,000円を控除した実質収支額は１億7,500万1,503円となり、この

うち１億4,500万円を東伊豆町財政調整基金設置条例第２条第２号の規定により積み立て措

置する内容となっている。 

  主な質疑内容は、歳入、歳出別に次のような内容となっている。 

  歳入。 

  収入済額では、現下の厳しい経済情勢と東日本大震災の影響により町税全体は減じており、

町税のうち軽自動車税及びたばこ税が増で、入湯税は大幅な減となっている。さらには地方

交付税、配当割交付金が増になったものの、景気低迷により、その他の地方譲与税、利子割

交付金、ゴルフ場利用税交付金等は前年度対比1,184万2,000円の減収となっている。 

  歳入においては、次のような質疑が交わされた。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  １款町税。 

  ①町民税の収入未済額について。 

  町民税の現年度分の収入未済額1,518万5,177円の内容は、滞納額が大きいものはない。

また、特別徴収の滞納額の内容は21件、190万円で、事業所が職員から天引きしたものを納

入していないものもある。預かり金であるので、説明し、納入を催促しているとの答弁があ

った。 

  ②町民税の調定額について。 

  町民税の調定額が減っているのは、長引く不況と東日本大震災の影響が大きいと毎度説明

があるが、高齢化により給与所得者が年金受給者にシフトしているのが一つの理由ではない

かとの質疑に、年金からの特別徴収者は少しずつ増えてはいるが、前年度に比べ給与所得者

の税額が1,890万7,000円の減、人数で365人減り、このことが大きな原因と考えられるとの

答弁があった。 

  次のページをお開きください。 

  ③固定資産税の不納欠損額について。 

  不納欠損額は6,557万1,583円で、昨年に比べ3,000万円ほど増えている理由については、

廃業のホテル等の税額が大きいことが主な理由であるとの答弁があった。 



  ④軽自動車税の滞納繰越分について。 

  滞納繰越分の96万8,400円の内容は転出者が多いことが原因として挙げられる。転出先で

ナンバーを変えるよう通知している。また、放置車両は勝手に廃車や台帳から外すことはで

きないとの答弁があった。 

  ⑤入湯税の収入未済額について。 

  収入未済額58万8,200円の内容は３件あり、今年７月までに２件は納入があった。残り１

件については、調査をしているが、連絡がとれない。建物の損傷が激しいことから、引き続

き調査を続けていくとの答弁であった。また、12歳未満免除になっている入湯税のあり方

に意見があった。 

  ⑥町税滞納整理機構への移管件数について。 

  町税滞納整理機構への移管件数は10件あり、税額は1,308万2,200円、うち559万935円が

収納されたとの答弁があった。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金。 

  ①ゴルフ場利用税の減収について。 

  ゴルフ場利用税交付金が年々減っているが内容はとの質疑に対して、平成24年度からゴ

ルフ場の利用料金が下がったため、税率がこれまでの２級950円から３級800円に変更にな

った。利用者数は前年より増加しているので、この税率の変更が大きな理由であるとの答弁

があった。 

  11款地方交付税。 

  ①普通交付税について。 

  普通交付税が前年並みだった要因はとの質疑に対しては、固定資産税の家屋分が再建築費

の下落により大幅減となった。これにより基準財政収入額の減額が基準財政需要額を上回り、

結果、普通交付税の交付額は73万6,000円の増となったとの答弁があった。 

  13款分担金及び負担金。 

  ①児童福祉費負担金の収入未済額について。 

  児童福祉費負担金の収入未済額131万7,500円の内容については、保育ママ事業保育料負

担金１万5,000円、保育所保育料負担金44万6,500円、放課後児童クラブ利用料負担金5,000

円で、滞納繰越分として、保育所が52万6,000円、保育ママ32万5,000円分あった。保育マ

マ保育料滞納者に関しては調査を行っているとの答弁があった。 

  16款県支出金。 



  ①生活排水改善対策推進事業について。 

  合併浄化槽の普及率と公共下水道との連携はとの質疑に、住民福祉課からは、助成金の関

係から平成18年度以降については台帳整備している。今後把握に努めるとの答弁があった。

また、建設産業課からは、当町は下水道整備ではなく合併浄化槽の普及によって生活排水対

策を進めている。普及率は極端には改善していないが、今後は担当課が連携し改善を図って

いくとの答弁があった。 

  ②権限移譲事務について。 

  権限移譲事務が非常に増えているが、事務はこなし切れているのかの質疑に対しては、法

定により権限移譲されているが、職員数も減少している中で負担は増えている。このような

町の実情については、ヒアリングの折には県には伝えているとの答弁があった。 

  18款寄付金。 

  ①ふるさと納税寄付金について。 

  自治体によっては特産品のお礼を贈っているところもあるようだがとの質疑に、礼状のみ

で特に行っていないとの答弁があった。また、ＰＲとして、町外納税者の納付書にふるさと

納税のパンフレットを同封しているとのことである。 

  （２）歳入のその他質疑の対象となった事項。 

  11款、震災復興特別交付税の内容について。 

  14款、道路使用料の収入未済額について。 

  16款、市町村自主運行バス事業費補助金について。 

  17款、加森観光貸付分について。 

  21款、庁舎駐車場使用料について。 

  次のページをおあけください。 

  続きまして、歳出。 

  歳出においては、予算現額53億6,486万4,000円に対し、支出済額50億761万7,623円とな

り、繰越明許費として翌年度繰越額２億7,835万1,000円を差し引いた不用額は7,889万

5,377円である。 

  支出済額は前年度比１億7,470万1,298円（3.6％）の増となっている。義務的経費を含む

経常的経費は前年度比１億1,987万2,000円（3.0％）の減、投資的経費は前年度より２億

9,299万5,000円（66.2％）の増となっている。 

  歳出においては、次のような質疑が交わされた。 



  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ２款総務費。 

  ①行財政改革委託料について。 

  行財政改革委託料99万8,235円については、事業仕分けを行ったコンサルタントへの委託

料で、その効果については、初年度であることから効果をはかることは難しいとの答弁があ

った。 

  ②出会い創出事業について。 

  この事業で結婚に至った参加者の例は聞いていない。事業仕分けにおいて、よりダイナミ

ックな事業展開も選択肢とされたことから、事業そのものは廃止し、移住・定住促進事業に

発展、移行の予定であるとの答弁があった。 

  ③入湯税納入事務委託金について。 

  賦課事業の入湯税納入事務委託金については、事業仕分けで委託金として払っていること

に対し改善を求められた。委託金の交付率を３％から２％に下げたが、納付率を維持するた

めにも今後も継続していきたいとの答弁があった。 

  ３款民生費。 

  ①いきいきセンターの利用について。 

  いきいきセンターの利用状況はとの質疑に対し、健康づくり課で週３回の事業が行われて

いるほか、ふれあいいきいきサロンが月１回開催されているとの答弁があった。本来の使い

方はサロン的に集まって趣味などを行う場所である。管理規程を見直して使い勝手のよい運

営をし、利用者の増加と利便性の向上を図ってもらいたいとの指摘があった。 

  ②高齢者等配食サービスについて。 

  高齢者等配食サービスの利用者はとの質疑に対し、月１回のお楽しみ弁当、週３回の食事

サービスを合わせ、おおむね30人程度であるとの答弁があった。今後、独居老人等、需要

が増えていくことが予想されるとの指摘に、１食当たりの単価が高いなどコスト面の問題が

あるが、負担が少ないような方策を考えていきたいとの答弁があった。 

  ③保育ママ事業について。 

  事業費が前年度より180万円ほど低くなっているが、その要因は保育ママの数が６名から

４名に減員しているためである。事故防止の意味からも適切な人員配置をされたいとの質疑

に、安全を第一に考え、適切で質の高い保育ができるよう努めたいとの答弁があった。 

  ４款衛生費。 



  ①健康づくり事業の広報について。 

  さまざまな角度から事業を宣伝し参加者を募ってみたらどうかとの質疑に、以前、特定健

診のＰＲを保健師が寸劇で流したことがあるが、アスドの教室も有線テレビを活用してＰＲ

していきたいと考えている。体操については、町の歌を使った体操を放送する予定になって

いるとの答弁があった。 

  ②心の健康づくり推進事業について。 

  当町では自殺率が高いが事業の実施状況はとの質疑に、早期発見のためのスクリーニング

調査を実施し、鬱病や自殺のリスクが高い人の把握に努めているとの答弁があった。また、

鬱に関する講演会を町民向けに行ったり、職員などを対象にしたメンタルヘルス研修を実施

しているとの答弁があった。 

  ③子ども未来支援費について。 

  不妊治療に対する助成事業で、年間、医療費が30万円、交通費が５万円を上限とする内

容である。利用状況は11件の利用があり、予算に不足を生じたため予算の流用を行ったと

の答弁があった。 

  ５款農林水産業費。 

  ①けやき公園の維持管理委託料について。 

  内容は維持管理委託料と足湯管理委託料に分かれているが、何か理由があるのかとの質疑

に対し、維持管理については、植木の手入れや植生等に関するものであり、足湯棟の管理と

は別のものであるとの答弁があった。また、足湯は本当に必要だったのか、利用者数はとの

質疑に、平成24年度について4,014人の利用者があったとの答弁があった。さらに、指定管

理者が行うイベントのときだけに人を集めようとしているが、日々の利用のほうが大切だ。

本来の目的を見失わないでもらいたいとの意見があった。 

  ②磯の体験学習事業補助金について。 

  この補助金は稲取地区だけが対象だが、他の地区に出せないのかとの質疑に対し、この事

業は数年前から実施されている事業で、あくまで稲取漁協が主体となって実施されているの

で、理解いただきたいとの答弁があった。また、磯の活用については、引き続き漁協に協力

を求めていきたいとの答弁があった。 

  次のページをおあけください。 

  ６款商工費。 

  ①町民ゴルフ大会運営委託料の成果と運営方法について。 



  河津町との交流を目的とした大会としては意義のある大会であったと思うが、今後も両町

が定期的に実施するのは難しいので、町としては連盟の意向を踏まえ引き続き大会を支援し

ていきたいとの答弁があった。 

  ②産業団体連絡会補助金の事業内容について。 

  産団連の事業は本来の趣旨をしっかり確認すべきではないかの質疑に対し、産団連につい

ては情報交換として連絡会議や賀詞交換会の開催、主催イベントである稲取高原花見の宴や

ひがしいず夢市広場の開催、さらに、ほたる鑑賞の夕べ、潮風まつり、岡谷市楽楽市物産展、

誘客キャラバンやキャンペーン事業等への協力を行った。今後は、産団連の趣旨をしっかり

受けとめて、各産業間で積極的に情報、意見を交換し、６次産業化へ向けて連携を図ってい

きたいとの答弁があった。 

  ７款土木費。 

  ①測量登記委託料について。 

  奈良本地区では、自性院の裏手、奈良本墓地の先から峠に至る町道寺ノ上線、ホーコース

トア裏手の町道中央線、稲取地区では秋山マンション地先の町道入谷天城１号線のそれぞれ

の町道部分の分筆を、その他工事に伴う法定外水路の境界確定などを実施した。また、毎年

どれくらい予算を確保しているかとの質疑に、200万円から300万円の予算を確保し、町道

路線の分筆に努めているとの答弁があった。 

  ②町道全般補修工事の内容について。 

  稲取地区、城東地区の祭典前の舗装の修繕工事が主で、その他ガードレールなどの施設修

繕や道路維持全般の修繕工事を行った。年間の工事は危険度対応など優先順位をつけて対応

している。各地区の要望箇所を見ると通学路に優先順位をつけていると思われるとの答弁が

あった。 

  ８款消防費。 

  ①需用費の不用額について。 

  救急出動件数において前年度対比64件の減となっている。また、管外医療機関への搬送

状況において、今井浜病院の開院に伴い伊東市民病院等への搬送が減少したことが要因であ

る。距離数にして約１万1,000キロ減少しており、このことが燃料費及び修繕費の節約とな

ったとの答弁があった。 

  ９款教育費。 

  ①大川小学校の雇人料について。 



  雇人料の内容はとの質疑に、大川小学校は複式学級支援を実施していて支援員３人を採用

している。経費は町負担であるとの答弁があった。 

  12款予備費。 

  予備費の充用が多いのではないかとの質疑に対しては、予算の形が事業別予算に変わった

ことも原因の一つにはなっている。また、予算編成においても必要最小限での計上をしてい

ることもあり、年度途中に緊急的、突発的な案件が出てくることはあり、補正予算を待てな

い。あるいは軽微なものは予備費充用で対応しているとの答弁があった。 

  （２）歳出のその他質疑の対象となった事項。 

  ２款、地域協働促進事業の原材料費について、固定資産税の前納報奨金について。 

  ４款、健康増進計画策定委託料について、緑化推進事業の花壇用苗購入について。 

  ５款、水門の管理について、稲取高原の森森林整備事業について、地域団体商標活用事業

について。 

  ６款、熱川温泉振興計画策定委託料について、商工費と観光費の補助金のバランスについ

て。 

  ８款、貯水槽の整備計画について。 

  ９款、稲取小学校の備蓄倉庫について、給食センター臨時職員の通勤手当について。 

  次のページをおあけください。 

  意見。 

  １、町税の落ち込みについて。 

  町では、町税の落ち込みなどについて、バブル崩壊後の長引く不況と東日本大震災の影響

と説明しているが、そうした要因だけではない。平成20年から24年の間に給与所得者が717

人減少して年金生活者が増加しているなど、少子高齢化社会の進行が町の納税者の構成を大

きく変動させていることにも注目していくべきである。 

  ２、生活排水改善対策推進事業について。 

  生活排水改善対策推進事業は、単独浄化槽を合併浄化槽へ取りかえる場合の補助であり、

住民福祉課地域係において取り扱われている。一方、公共下水道事業に関する事務は建設産

業課建設事業係の扱いとなっている。現状では設置率の把握も十分とは言えない。事業を普

及するというよりは補助を受けに来た町民に対応している状況である。観光地として水質保

全など環境問題に取り組む上では、両係の連携のあり方や処務規則を含めた抜本的な見直し

を行うことも必要である。 



  ３、町民ゴルフ大会運営委託料について。 

  この事業は、その名のとおり町民ゴルフ大会の開催を町にかわり行うことを委託したもの

である。委託という事業の性格から見ると、この事業の執行が河津町民との交流ゴルフに変

わったことは、事業の趣旨に沿ったものとは言えない。事前に変更を把握していれば予算の

科目変更も可能であったが、そうした手続はなされなかった。町は事業の受託者をしっかり

指導監督し、事業を執行すべきである。 

  ４、産業団体連絡会補助金について。 

  補助金内容は、花見の会の主催とキャラバンの実施などと、本来は観光協会の行う事業を

行っているとも言える。屋上屋を重ねた状況である。 

  一方、金目鯛の地域ブランド化について商工会は、これから考えるという状況であり、６

次産業化がおくれているなど産業間の連携は停滞している。産業団体連絡会の補助は、産業

間の情報交換と連携など本来の目的に沿った活動に対して行うべきである。 

  ５、港の朝市について。 

  町への負担金納入は売り上げの１％に満たない状況であり、見直しが必要である。利用に

ついても、駐車場内に朝市の資材が放置され、駐車場利用の障害となっていることも問題で、

契約、規則に基づいた適正で清潔な使用となるよう指導すべきである。 

  また、運営上の課題である生産者表示など、食品衛生、食の安全にかかわる問題について

は、消費者、観光客に対する責任、事業への信頼にかかわる問題と位置づけ、町は早急に実

施できるよう強力に指導すべきである。 

  負担金の計上が決算書では庁舎駐車場使用料に合算されている。駐車料との同一の計上は

見直すべきである。 

  以上のとおり、本委員会での主な質疑の対象となった事項と意見を付し、全会一致で原案

を認定すべきものと決定したことを報告します。 

○議長（鈴木 勉君） これより、一般会計決算審査特別委員長の報告に対する質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 今、委員長から報告を受けまして、私、大綱質疑をさせていただい

た関係で、その点も踏まえた上で、委員の皆さん方、審議をしてくださったかなというふう

には思いますけれども、今伺う中では、その辺のところがちょっと私としては伺いたい点が

何点かあるわけですけれども、９ページのところで、委員長が歳出のそのほか質疑の対象と



なった事項ということで、私、大綱の中で６款についての質疑をさせていただきました。款、

項ということでの質疑でありますもので、それぞれの委員会で、その辺を費用対効果という

ふうなことで、商工費の中の商工振興、あるいはまた観光費、この辺のところの議論がどう

いうふうになされたのか伺いたいというところが１点でございます。 

  もう一点は、御報告にありますように、この商工費、観光費の補助金のバランスについて

というふうなことであるわけですけれども、補助金も見ていきますと観光費の場合には地域

観光振興対策事業というふうなことで9,252万54円というようなこと、それが対策事業なわ

けですけれども、もう一点が広域観光振興推進事業ということで482万2,460円というよう

なことで、その中の補助金というふうなことでございますので、金額はこれでは当然ないわ

けですけれども、その議論がどのようになされたのかを伺いたいというふうに思います。 

（「休憩お願いします」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０４分 

 

再開 午前１０時０５分 

 

○議長（鈴木 勉君） ただいま、１番、須佐さんから副委員長の同席を求められたもので、

これを認めます。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時０７分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

  １番、須佐さん。 

○１番（須佐 衛君） 副委員長の同席を求めてもよろしいでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま、１番、須佐さんから副委員長の同席を求められたもので、

これを許可します。 



  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０７分 

 

再開 午前１０時０８分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ただいまの質問に対してお答えいたします。 

  まず、費用対効果の件につきましては、特に項目ごとの費用対効果についての質疑は交わ

されませんでした。 

  また、補助金のバランスについての質疑に対しては、商工会の補助金が前年度対比で減額

していまして、また、その要因と町の観光協会の補助金、こちらのほうが増額してありまし

た。その辺について質疑が交わされたわけですけれども、当局答弁としては、商工会の補助

金が前年度に比べ大幅な減となったのは、平成23年度において震災後の緊急経済対策とし

て２度にわたる地域商品券発行事業及び商工会青年部のはがきＤＭ誘客キャンペーンの事業

を実施した。その分商工会のほうの補助金が減額しているんですけれども、一方で観光の面

の増額に関しては、細野高原のすすきイベントや河津町との合同キャンペーン事業等の新規

事業によるもので補助金が増額になっていて、それぞれにおいて担当課がこの事業を行って

いたということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） ただいまの委員長の御説明で了解をいたしました。 

  ずっとひもといてきました補助金の関係ですね、平成21年が12億、24年度が10億という

ふうなことの中で、町単独の補助事業ということの費用対効果、この辺を今後きっちりと検

証し、なおかつ使われた補助金がきちんと有効に活用をされているのかどうなのかというこ

との検証あるいは報告、そういうものをしていくべきではないのかなというふうに考えまし

て質疑をいたしました。ありがとうございます。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 



（「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議案第56号 平成24年度東伊豆町一般会

計歳入歳出決算認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

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） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第５７号 平成２４年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第３ 議案第５８号 平成２４年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について 

◎日程第４ 議案第５９号 平成２４年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第５ 議案第６０号 平成２４年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第６ 議案第６１号 平成２４年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第７ 議案第６２号 平成２４年度東伊豆町水道事業会計決算認定につい

て 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 議案第57号 平成24年度東伊豆町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定についてから日程第７ 議案第62号 平成24年度東伊豆町水道事業会計

決算認定についてまで、以上６件を一括議題とします。 

  特別会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 



  ７番、栗田さん。 

（７番 栗田成一君登壇） 

○７番（栗田成一君） それでは、一般会計が終わりましたので、特別会計のほうを報告いた

します。 

  平成25年９月27日。東伊豆町議会議長、鈴木 勉様。特別会計決算審査特別委員会委員

長 栗田成一。 

  特別会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定

により報告します。 

  記。 

  事件の番号、件名、審査の結果の順に報告します。 

  議案第57号 平成24年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、原

案認定。 

  議案第58号 平成24年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、

原案認定。 

  議案第59号 平成24年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案認

定。 

  議案第60号 平成24年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について、原案

認定。 

  議案第61号 平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、原

案認定。 

  議案第62号 平成24年度東伊豆町水道事業会計決算認定について、原案認定。 

  次のページをお願いいたします。 

  特別会計決算審査特別委員会に付託をされた 

  １、議案第57号 平成24年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  ２、議案第58号 平成24年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

  ３、議案第59号 平成24年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  ４、議案第60号 平成24年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

  ５、議案第61号 平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について 



  ６、議案第62号 平成24年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

  審査の対象となった主な事項を重点的に報告をいたします。 

  それから、１、会議回数等をごらんいただきたいと思います。 

  次の２ページにつきましても、記載のとおりでございますので、見ていただきたいと思い

ます。 

  ２、審査の要旨。 

  １、平成24年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  歳入についてを申します。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①世帯数と被保険者数の減の要因は。 

  世帯数は前年度対比72世帯減で、被保険者数は219人減である。要因としては、平成24年

度の出生が21人、月平均1.75人に対して、後期高齢者医療への移行が185人、月平均15.4人

と多く、死亡者数も増加したことによるとの答弁がありました。 

  ②滞納者の状況及び前年度との比較は。 

  平成25年５月31日現在、全体で3,185世帯、現年度分を滞納する世帯は593世帯、18.6％

と多く、短期被保険者世帯は398世帯、12.5％、資格証明書世帯は70世帯、2.2％である。

48人対象に預金調査を行ったが、ほとんど残高がなく差押もできなかった。また、悪質な

滞納者には静岡滞納整理機構への収納業務を委託しているが、収入額は６世帯で本税35万

5,404円、督促料800円、延滞金６万6,200円、合計42万2,404円でありました。また、前年

度から収納率は上昇したが、人数的にはほとんど変わりないとの答弁がございました。 

  ③国庫支出金の療養給付費等負担金の減は何かについて。 

  医療費の32％が国庫負担金として交付されるが、保険給付費が前年度比で3,500万円減少

したことが要因であるとの答弁がありました。 

  ④歳入の前期高齢者交付金の増、歳出の後期高齢者支援金の増の内容は。 

  前期高齢者交付金は前々年度の精算分等で4,247万9,453円の増、後期高齢者支援金も

前々年度精算分で増となったとの答弁がありました。 

  ⑤１世帯当たり、１人当たりの税負担額が値上がっている理由はについて。 

  税率改正により医療分、後期高齢者支援分、介護分の均等割、平等割を各1,000円値上げ

したことによるとの答弁がありました。 

  ⑥特定健診の目標達成率は。 



  平成20年度から特定健診が始まり、平成24年度の目標健診率は65％であったが、残念な

がら31.6％で目標を達成できなかった。第２期特定健診の計画も作成済みで、保健師など

とよく協力して目標の60％に向かい努力していきたいとの答弁がありました。 

  次のページをお願いします。 

  ⑦一般会計からの繰入金の内容は。 

  法定繰り入れは、保険基盤安定繰入金、職員給与費等繰入金、助産費繰入金、財政安定化

支援事業繰入金。法定外繰入金はその他一般会計繰入金であります。 

  ⑧その他一般会計繰入金の内容は。 

  人工透析に係る費用が多額になるため補塡している繰入金である。人工透析を受けている

人は、平成25年３月31日現在で20人、療養給付費費用額で１億752万8,260円、保険者の負

担額で7,526万9,782円である。費用額の平均は537万6,413円、保険者負担の平均は376万

3,489円である。65歳以上の重度障害者は、申請により後期高齢者への移行をすることが可

能であり、担当が保険料を試算して、後期高齢者に移行したほうが得の場合は案内を通知し

ているとの答弁がありました。 

  次に、歳出。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①調剤の医療費が伸びている要因とジェネリック医薬品の使用量等はどうか。 

  新規に１薬局が開業し、調剤の医療費が伸びた。ジェネリック医薬品は、平成25年２月

診療分の数量ベースで28.4％、金額ベースで13％である。平成24年10月にジェネリック医

薬品カードを配布したが、思うように使用数量等が伸びていない。１年後等の様子を見てい

きたいとの答弁がありました。 

  ②人間ドック、脳ドックの補助金申請の内容と補助金の成果はについて。 

  人間ドックは142人が申請し、１人当たり補助金額は２万4,184円でありました。脳ドッ

ク単独での補助金申請はないが、人間ドックと一緒に脳ドックを行う人はいるとの答弁があ

りました。成果として、がんが早期発見できたなどと聞いたことがあるとの答弁がありまし

た。 

  ③重複多受診への対応はどうしているか。 

  国保連合会から毎月データが来て、保健師がそういった人を訪問指導しており、数的には

数十人となるとの答弁がありました。 

  ④葬祭費、出産育児一時金の支出の対象となった人数は。 



  葬祭費は40人で200万円、出産育児一時金は18人で756万円であるとの答弁がありました。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定し

たことを報告いたします。 

  次に、５ページ。 

  ２、平成24年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①当町の平均税負担額と県との比較は。 

  １人当たり４万5,211円であり、県平均の６万1,600円であるとの答弁がありました。 

  ②平均医療費等の状況は。 

  後期高齢者医療は静岡県全体で行っており、まだ資料が届いていないので、わからないと

の答弁がありました。 

  ③滞納者の状況は。 

  平成25年５月31日現在の滞納者は80名、無年金者やひとり暮らしの人等が滞納している。

保険料の９割軽減者は年額3,700円で高くはないと思うが、生活が厳しい人が滞納している

との答弁がありました。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定し

たことを報告いたします。 

  次の６ページをおあけ願いたいと思います。 

  ３、平成24年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  まず、歳入について。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①不納欠損の内訳は。また個人の最高額は。 

  時効によるもので、内訳は死亡、転出、所在不明、生活困窮、職権消除による。最高額は

25万2,100円で、原因は死亡によるものであるとの答弁がありました。 

  ②徴収はどのように行っているか。 

  ７月ごろまでは滞納繰越分を、８月以降は現年分を徴収に回っている。また、年金の支給

月は支給日の後に臨宅徴収しているとの答弁がありました。 

  ③介護認定申請件数及び認定率の前年対比は。 

  申請件数は更新申請、新規申請ともに増えている。更新の増加は、前回の介護度が４以上

の更新認定で、今回も介護度４以上の方は認定期間は24カ月になるので、更新がある年に



当たる人がいるためと思われる。認定率は23年度が13.4％、24年度が13.3％とほとんど変

わらず、県下でも低い状況であるとの答弁がありました。 

  ④基金の状況は。 

  24年度中の基金取り崩しはなく、逆に基金に積み立てを行い、年度末の基金残高は9,178

万6,175円であるとの答弁がありました。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①給付費負担の内訳について。 

  ②保険料賦課段階の内容について。 

  歳出。 

  （３）主な質疑の対象となった事項。 

  ①過誤納還付金の内訳は。 

  二重納付、死亡による還付、年金機構への返還金で、個人へ16件、９万6,500円、年金機

構へ４件、２万8,800円を返還したとの答弁がありました。 

  ②包括的・継続的ケアマネジメント事業費の内訳は。 

  ほとんどが人件費で、ケアマネ相談や事業所や各職種のネットワークの構築を行ったとの

答弁がありました。 

  平成24年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入…… 

○議長（鈴木 勉君） 栗田さん、７ページが抜けてます。７ページを読んでください。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３１分 

 

再開 午前１０時３２分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

  ７番、栗田さん、続けてください。 

（７番 栗田成一君登壇） 

○７番（栗田成一君） ③包括支援センターの相談件数について。 

  件数で前年度比35件減、実人数では94人増えているとの答弁がありました。 

  ④居宅介護住宅改修と介護予防住宅改修との内容の違い及び内訳について。 



  どちらも内容は同じで、主に手すりの取りつけ、トイレの和式から洋式への変更、段差の

解消、床材の変更等である。また、件数については、要介護者が31件、要支援者が５件で

あるとの答弁がありました。 

  ⑤二次予防事業対象者把握事業で、チェックリストの未回収者の把握及び対策は。 

  チェックリスト未回収者の把握は特にしていないが、今年度も実施するので、内容を検討

していきたいとの答弁がありました。 

  （４）その他質疑の対象となった事項。 

  ①特定入所者介護サービスについて。 

  ②成年後見人制度について。 

  ③特別養護老人ホームの待機者について。 

  次に、付帯決議です。 

  １、二次予防事業対象者把握事業で、要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の

4,090人に基本チェックリストを郵送した結果、返信者3,040人で74.3％の回収率だったが、

未回収者25％への何らかの対策が望まれる。細かな実態把握に努めることが重要であるの

で、検討されたい。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と付帯決議を付し、全会一致で原案を認定す

べきものと決定したことを報告いたします。 

  次に、８ページをお願いいたします。 

  ４、平成24年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①天草事業配分金が前年度と比べて増額している。水揚げ高の状況及び推測される要因は

何か。 

  テングサの水揚げ高は、前年度対比で6,880キログラム増の１万7,254キログラムとの報

告がありました。比較的天候に恵まれ、操業条件がよかったものと推測する。また、買い取

り単価も前年以上であったとの答弁がありました。 

  ②テングサの操業船数は、前年度は１隻だったが、新たな操業船の確保努力が必要と考え

るが。 

  現状は１隻のみの操業である。25年度当初予算で操業船の増加検討について意見が付さ

れた経過もあるので、さきの管理会で漁協稲取支所からの就任委員に検討を求めたところ、

難しい内容だが前向きに検討するとの回答を得ているとの答弁がありました。 



  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定し

たことを報告いたします。 

  次に、９ページです。 

  ５、平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①基金は施設撤去費用確保のため設けられたものと解釈しているが、現在の基金残高及び

今後の基金管理は。 

  現在の基金残高は2,412万8,597円である。基金は発電施設の運営全般を対象として設置

したもので、施設撤去時の費用確保に限定した内容とは考えていない。稼働後10年を経過

しているので、経年劣化等により突発的な対応が必要となった場合は基金を活用することと

なる。 

  なお、平成24年７月から新エネルギー法に伴う固定買取価格が決定し、１キロワット当

たり11円76銭が19円45銭となり、増収が見込めるため、基金の積み立てに配慮していくと

の答弁がありました。 

  ②磨耗部品等の取りかえは、保守点検の一環として実施しているのか、修繕費として実施

しているのか。 

  施設稼働時に維持補修計画を策定しているので、計画の中で想定されている部品交換は保

守点検の範囲で実施している。修繕費は計画外の内容への対応であるとの答弁がありました。 

  ③起債の元利償還状況は。 

  15年償還で９年目の償還となった。元利均等償還のため、元利償還金は毎年同額償還と

なっているとの答弁がありました。 

  ④用地補償費の支払い先は。 

  進入路の一部を所有している白田財産区に支払っているとの答弁がありました。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定し

たことを報告します。 

  次の10ページをお開き願います。 

  ６、平成24年度東伊豆町水道事業会計決算認定について。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①水道事業収益が前年度対比2.7％増とあるが、どのような要因か。費用面では電気料金

の改定による影響はどうか。また、水道料金改定を考えているのか。 



  水道事業収益は、前年度より1,126万8,190円、2.7％の増となった。給水収益では、家庭

用が1.4％の減となったが、営業用で4.6％の増、マンション・分譲地用でも6.7％の増とな

ったことが収益増の要因である。営業外収益では、県より配水管布設がえ工事に伴う補償費

の収益で前年度より23.6％増加し、動力費は電気料金改定の影響で前年度より14.3％の増

となった。また、料金改定については、25年度の給水収益の状況を見て料金審議会の立ち

上げを検討していくとの答弁がありました。 

  ②町内の経済状態が水道事業に与える影響は。 

  水道事業の料金収入のうち、半分以上は大口使用者の旅館・ホテル等であり、観光宿泊客

数により大きく影響している。24年度は宿泊客数が増加したことで給水収益も増収となっ

た。主要産業である観光業の影響と料金収入は比例関係にあると言えるとの答弁がありまし

た。 

  ③水道料金の収納状況は。 

  24年度末の収納率は、現年度分90.8％、過年度分52％で、現年度、過年度分を合わせた

収納率は85％となっている。督促は６回、停水予告は３回通知しているが、それでも納付

や連絡のない滞納者には、停水通知を発送し、停水を行っている。24年度は35件の停水を

実施したとの答弁がありました。 

  ④水道料金の不納欠損は。 

  特別損失の過年度損益修正損62万1,211円が不納欠損額であり、57件分を処分した。主に

転居先不明者や死亡者などの水道料金であるとの答弁がありました。 

  ⑤大口滞納者はどのような状況か。 

  現在、分納中の大口滞納者は毎月順調に分納している。それ以前に分納中であったところ

は廃業や破綻といった状況になっているとの答弁がありました。 

  ⑥企業債残高及び現金預金残高の状況は。また、耐用年数を過ぎた老朽管の布設がえを計

画しているか。 

  24年度末の企業債残高は13億5,935万2,146円で、現金預金残高は８億3,165万1,407円で

ある。水道管の耐用年数は38年となっているが、計画的な布設がえは行っていない。道路

工事等に合わせて老朽管の布設がえを実施し、工事費用の削減を図っているとの答弁があり

ました。 

  ⑦新稲取第二中継ポンプ場の復旧費用は決算書に記載されているか。貸借対照表にも表示

されているか。また、復旧費用の総額は幾らか。 



  新稲取第二中継ポンプ場の復旧費用は、１款資本的支出、１項建設改良費の１億5,605万

9,600円に含まれ、貸借対照表では有形固定資産の構築物に含まれている。復旧費用の総額

は、測量設計費や土地購入費も含めると約１億円となるとの答弁がありました。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①水源探査事業の進捗状況について。 

  ②百山荘の処分について。 

  ③今後の水道課の職員体制について。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定し

たことを報告します。 

  以上で、特別委員会の審議の内容についての報告を終わらせていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） これより、特別会計決算審査特別委員長の報告に対する質疑を行いま

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、議案第57号 平成24年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて討論に入ります。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。 

  これより、議案第57号 平成24年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

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） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第58号 平成24年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて討論に入ります。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。 

  これより、議案第58号 平成24年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について採決します。 



  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

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） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第59号 平成24年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討

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。 

  これより、議案第59号 平成24年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

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） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議議案第60号 平成24年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て討論に入ります。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。 

  これより、議案第60号 平成24年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

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） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第61号 平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て討論に入ります。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。 

  これより、議案第61号 平成24年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて採決します。 



  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

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） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第62号 平成24年度東伊豆町水道事業会計決算認定について討論に入ります。

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。 

  これより、議案第62号 平成24年度東伊豆町水道事業会計決算認定について採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

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） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  11時５分まで休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第６３号 平成２５年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第８ 議案第63号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第

７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63号 平成25年度東伊豆町一般会計



補正予算（第７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2,801万8,000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を50億591万8,000円とするものでございます。 

  歳入の内容を申し上げますと、温泉熱の発電施設整備に対す国県支出金並びに風力発電事

業特別会計繰入金を計上させていただきました。 

  次に、歳出の内容につきましては、先ほどの国県補助金を活用し、熱川湯の華ぱぁーくに

温泉発電施設を整備するための設計監理委託料並びに工事請負費を措置いたしました。 

  自治体初の温泉発電施設として、環境に優しいエネルギーを確保し、ＣＯ２の削減に取り

組むとともに、温泉発電の普及、情報発信に努め、さらにエコリゾートタウン東伊豆の中核

施設として環境学習や観光資源としても有効活用していくものであります。 

  また、介護予防拠点施設のボイラー故障による取りかえ工事費及び台風18号の影響によ

り被災した熱川中学校体育館の災害復旧工事費用を計上しております。 

  財源といたしましては、国県補助金並びに風力発電事業特別会計からの繰入金を充当した

後、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（鈴木 勉君） 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63号 平成25年度東伊

豆町一般会計補正予算（第７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７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2,801万8,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億591万8,000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、歳入について御説明申し上げます。 

  15款国庫支出金、２項国庫補助金、８目総務費国庫補助金、補正前の金額に1,210万円を

追加し1,210万円といたします。１節総務費補助金、細節１二酸化炭素排出抑制対策事業費



等補助金1,210万円の増は、温泉発電施設整備に対する国庫支出金の増額措置でございます。 

  16款県支出金、２項県補助金、１目総務費県補助金、補正前の金額に520万円を追加し

1,643万1,000円といたします。１節企画費補助金、細節５温泉発電設備導入事業費補助金

520万円の増につきましても、同じく温泉発電施設整備に対する県支出金の増額措置でござ

います。 

  19款繰入金、２項特別会計繰入金、１目風力発電事業特別会計繰入金、補正前の金額に

811万円を追加し1,773万4,000円といたします。１節風力発電事業特別会計繰入金、細節１

風力発電事業特別会計繰入金811万円の増は、エコ対策としての風力発電事業特別会計から

の繰出金を繰り入れ措置するものであります。 

  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260万8,000円を追加し１億

1,769万8,000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260万

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、歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、12目地球温暖化対策費、補正前の金額に2,541万円を追加

し4,490万8,000円といたします。事業コード２温泉熱発電実現化推進事業、13節委託料、

細節１温泉発電施設整備工事設計監理委託料231万円の増は、温泉発電施設を整備するため

の設計監理委託料の増額措置であります。15節工事請負費、細節１温泉発電施設整備工事

2,310万円の増は、国県補助金並びに特別会計からの繰入金を活用し、熱川温泉に温泉発電

施設を整備するものであります。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、９目介護予防事業費、補正前の金額に192万5,000円を追

加し2,060万1,000円といたします。事業コード１介護予防拠点施設維持管理事業、15節工

事請負費、細節１プール給湯ボイラー取替工事192万5,000円の増は、アスド会館プール給

湯ボイラーの故障により使用不能となったため、取りかえ工事費を増額措置するものであり

ます。 

  10款災害復旧費、３項文教施設災害復旧費、１目公立学校施設災害復旧費、補正前の金

額に68万3,000円を追加し68万3,000円といたします。事業コード１公立学校施設災害復旧

事業、15節工事請負費、細節１熱川中学校体育館災害復旧工事68万3,000円の増は、去る９

月16日の台風18号の強風により被災した熱川中学校体育館屋根の復旧工事費の増額措置で



あります。 

  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49億7,790万円に2,801万8,000円を追加し50億591万8,000

円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額49億7,790万円に2,801万8,000円を追加し50億591万8,000

円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金を1,730万円の増、その他財源を

811万円の増、一般財源を260万8,000円といたします。 

  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（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 今回の補正の一応の目玉というのは、温泉熱発電の事業というのが

あると思うんですが、議員については、ある程度全協で聞いていますけれども、一応議会と

いう場でございますので、もう少し事業概要の説明については受けたいというふうに思いま

す。 

  それと、この事業をやるについての取り組み方の問題なんですが、これは事業執行すると

いうことについていえば、入札等々で業者の選定をするのか、機能的な問題があるので、あ

る程度それは機能発注というような形になるのか。この辺の業者選定についてはどういう方

式を考えているのかも含めて、まずお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 事業概要ですが、まず計画地ですが、先ほど町長も壇上でお

話をしましたとおり、番地的には奈良本966番地の３、これは伊豆急の熱川駅前の湯の華ぱ

ぁーくに隣接する民間の源泉を利用するものでございまして、使用承諾はいただいた内容と

なっております。 

  次に、発電規模等ですが、発電能力は時間当たり３キロワット。これは低温沸騰の熱媒体、

代替フロン等を予定しておりますが、これを利用したバイナリー方式による発電施設という

ことで、蓄電容量80アンペアアワーの蓄電池も完備するということでございます。当然、

発電状況がわかる啓発板等の設置も用意してございます。 



  それから、電力の消費先としますと、一応熱川温泉観光協会の事務所、あるいは元資料館

として使っていたところを今度はジオパーク.ビジターセンターに改築予定ということで、

これらの電源の一部等に使用する予定をしてございます。 

  あと、発注の関係なんですが、これは国庫補助の要綱のほうで、入札にしろ、見積もりに

しろ、競争が原則となっていますもので、入札になろうかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） この温泉熱発電に関しては、議会の皆さんには説明いたしました。さ

らに、この議会を聞いている人はいいんですけれども、わからないですから、広報において、

また詳細に説明していきたい。そう考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 伺っているところの私の印象としては、やや実証実験に近い部分と

いうものが多分にあるということだと思うんです。そこで、この事業をやっていく上で、２

つ問題を私は感じていまして、１つは、いわゆる熱交換において多額な費用がかかる事業と

なった場合においては、やっぱりどこかで事業の見直しというという判断が必要だろうと思

います。 

  もう一つは、実証的な実験という意味でいうと、入札をされて導入されたメーカーさんの

ほうにおいても、熱交換の部分におきましては一定の工夫をしていただくとかということに

おいては、町の費用負担だけでなく、業者のほうもそれに対しては一定の関与をしていただ

いてかかわっていただかないと、このやつは実証実験として全て町の責任でやり通すという

ことは不可能な部分があると思うんです。その点で、赤字等が続いた場合の対応と実験とい

う形で契約された業者との一定の関与等についてどのように今お考えか、その辺をお聞かせ

いただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） １点目につきましては、これは全協でも山田議員から質問もありまし

た。そういうわけで実証実験の中で、勇気ある撤退、これはいたします。これがあくまで町

に対してお荷物になりましたならば、これは勇気ある撤退はしていきたい。それは全協でも

お話ししたと思います。町はそういう考えでおります。 

  あと、メーカーの責任に関しましては、ちょっと担当課長から説明いたさせますので、よ

ろしくお願いいたします。 



○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） メーカーの協力ということですが、先ほど言いましたように

実証実験的要因の強いモデル事業的な性格を帯びた事業というふうに解釈してございまして、

メーカーとしましても、運転データは非常に貴重な資料となりますものですから、今後、メ

ーカーとしてシステムを販路に乗せるためにも非常に有効な資料となり得るということで、

当然、熱交換ですとかその辺につきましては、今までは社屋の中でお湯を沸かして発電をし

たと。今度初めて温泉を現地でやるということで、さまざまな内容が出てくると思いますが、

特に熱交換等については改良も必要になってくるかもわかりません。その辺のものについて

は前向きに積極的に協力をしていくというような姿勢を見せておりますものですから、まだ

具体的にどうこうという話は運転を始めてみませんとわかりませんが、そういう姿勢を見せ

ているということで、後々のメンテナンスの軽減を図っていきたいというふうには思ってい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 町長のお気持ちはよくわかりました。当然、補助金の関係ですから、

上級機関との一定の調整が必要になろうと思いますが、そういうことだと思います。 

  今の企画調整課長さんの答弁を聞いていますと、何か業者がもう特定されていて協力して

もらえるようなニュアンスにもちょっと今私は聞き取れまして、そういうことを聞きたいん

じゃなくて、やっぱり入札で決めるんだということもあります。その枠組みの中でデータを

とっていく部分も当然あるのかもしれませんし、ただ同時に一番懸念される熱交換等におい

て、その内容を改良したり、同じものを何回も持ってきてお金だけ取られるなんていうこと

はあり得ないわけですから、当然それぞれ改良してくる。そういうものについて業者に一定

の協力や負担というものがやっぱり生じる。また、そうあってほしいわけですね。当然そう

いうものが、今後入札に当たっては事前に公開もし、契約書等でもお互いの責任というか、

役割をしっかりととった形で、事業を推進していただきたいなということでございますので、

もう特定の業者が決まっていて、そこが前向きに示しているということではないと思うので、

契約等の中でしっかりとそういうことをうたって、必要なデータを持っていかれるのも当然

結構だし、私らもそれは読み取りたいわけですけれども、同時にそういうことは、これから

入札をやるわけですから、契約書の中でよく工夫して、そういう文言を入れて、業者に対す

る一定の役割も果たしていただくということをちゃんと担保していただきたいと思います。 



○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当にこれは実証実験の中では、ただいま企画課長が話した中で、私

としては当然、実証実験という中で企業の責任もあると考えております。そういう中で、契

約書などで山田議員が言われたようなことはまた相手方に伝えていきたいし、基本的には町

が全面的なこの実験についての例えば費用を全面的に町が持つということは、実証実験では

ございますから、それはしたくない、やりませんということだけは明示していく中で、その

契約書の中でうたえればうたっていきたいし、あくまでも企業側にも、実証実験であります

から、それ相応の負担はしていただきたい。そういう考えでございますので、御理解願いた

いと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） この事業に関しては、先日の17日の全協でも伺ったんですけれども、

根本的には何のためにやるのかということで非常にちょっと疑問があるわけです。地球温暖

化防止のためというふうに言いますけれども、それをこの町が責任持ってやらなければなら

ないのかどうか。協力することにはやぶさかじゃないと思うんですが、新たに2,540万とい

うふうな額を補正予算を組んでやるものなのかどうか。これは国県等の補助もあるというこ

とはわかりますけれども、今聞きますと、規模も非常に小規模で、いわば実証実験的なニュ

アンスが強いということであれば、これはむしろメーカーさんやら国県等が中心になって行

うべきで、何でこの町が行わなければならないのかということに関してちょっとお伺いした

いと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 頼みますよ、町はもうエコを目指すまちとうたっています。これはも

う藤井議員も御存じでしょう。町は温泉熱を活用した中で、一応ひとつまちおこしもやった

りしたわけで、県の企業局に温泉熱のお願いをしました。採算性がとれないという中で、県

の企業局は断念したんだけれども、町としては温泉熱は断念いたしません。そういう中で、

県のほうも町が温泉熱とエコのまちを目指しているならば協力いたしますよという中で、県

のほうも国に対しまして積極的に働いてくれたおかげで、この温泉熱の事案が私は採択され

たものと考えております。 

  基本的には、先ほど壇上で言いましたように、幾ら実証実験とはいえ自治体で初の試みで

ございます。と申しますのは、いざ地震が来て、電気がつかんと、これはもう地産地消で使



えます。今までのやつは基本的には地産地消では使えません。そういう中で、地元の人たち

には、幾ら効力が小さくても地産地消で使えるということが、私は一番のメリットだと考え

ております。そういう中で、これが多少規模は小さくても、源泉がいっぱいおのおのありま

すもので、この機械が改良されまして、この町が温泉熱を使った中で、地産地消を使って、

いざ地震が来ても停電にならない。そういうような方向に行ければ、私はいいじゃないかと

いう中で、この温泉熱を進めているのが現状でございます。 

  ただし、今回、財源につきましても、たしか藤井議員が全協のときに、一般財源は使わな

いけれども一応風力の特別会計から繰り入れます。そのときは基金も積んだらどうかと言わ

れました議員もおります。 

  しかしながら、町の一応この温泉熱を積極的に、ある程度、自治体初という中で、実証実

験の中で、この町でさらに、いざ地震のときに電気がつく。こういうことができれば町とし

ても、また町民も大分安心もできますもので、この実証実験をやったということだけは御理

解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん、よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「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。討論はありませんか。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） これは先ほど質問の節にも私は申し上げましたけれども、非常に小型

の３キロワットくらいの設備では、観光的にも見てもらえるようなものでもない。いわば説

明しなければわからないような非常に小型の小さいもので、実際は３キロワットというと

100ワットの30ですか、あるいは冷蔵庫１つ、あるいはクーラーも使えるかどうかというく

らいの非常に微々たるもので、これは採算は全然度外視ということなわけですよ。このよう

なことに、幾ら風力発電からのものであるとかというふうに財源を言っても、やはり町が

2,541万円を出してつくるほどの……。総事業費ですね、言っておるのは。 

（何事か言う声あり） 

○６番（藤井廣明君） そうですよ。総事業費2,510万円ということで上がっております。そ



ういう形でやるほどのものかどうか。これは採算が全然合わないということで県も一旦撤退

しているわけですから、方式にはちょっと違うとか何かといっても、実際上温泉熱発電とい

うことであれば、もっと私は大規模な形で目に見えるような形でやるんであれば、これはそ

れなりに意義があるかと思いますけれども、県も不採算であるということで撤退している。

そういったものを我がまちがやることに関しては非常に疑問がある。自分たちが視察してき

た例えば地熱発電の松川発電所なんかは２万3,500キロワットという規模が全然違うわけで、

そういうものが、もうしばらくメーカーさんがなり国・県等が実証して、これは少しは採算

にも合うというようなことであれば推進してもいいと思いますけれども、全然採算にも合わ

ないというようなことを初めからわかりながら、それをつけるということは、逆にエコにも

ならないというふうに私は思いますので、費用対効果からいいますと非常にこれは疑問が残

るということで、私は反対です。 

○議長（鈴木 勉君） 賛成者の討論を求めます。 

  11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） 私は、費用対効果の関係でという形で６番議員が言われますけれ

ども、やらないよりはやったほうがましじゃないかなと。観光地である温泉熱、これは一度

やってみても私はいいんじゃないかと。こういうものよって、ほかの観光地からまた東伊豆

町へ流れてくるという、そういうメリットもあるのではなかろうかと、私はこのように思い

ますもので、賛成いたします。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論ありますか。 

  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63号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（鈴木 勉君） 起立多数です。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６４号 平成２５年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予



算（第１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第９ 議案第64号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計

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議案第64号 平成25年度東伊豆町風力発電

事業特別会計補正予算（第１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に597万6,000円を追加し、補正後の予算総額を

8,428万7,000円とするものであります。 

  熱川温泉での温泉熱発電整備事業をエコリゾートタウン推進事業の一環として計画しまし

たので、エコ対策として必要財源を一般会計に繰り出しをするものであります。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） それでは、ただいま提案されました議案第64号 平成25年

度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第１号）について、説明をさせていただきます。 

  平成25年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（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597万6,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,428万7,000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。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  ２の歳入ですが、３款１項１目繰越金に282万6,000円を追加し332万6,000円といたしま

す。前年度決算の確定による前年度繰越金の増額でございます。 

  次に、４款諸収入、２項１目雑入の315万円は建物災害共済金で、さきの風車３号機への

落雷事故の保険適用の確定によりまして、事故調査費用にも保険金が適用することとなった

ものでございます。 



  次に、５ページ、６ページをお開きください。 

  ３の歳出ですが、１款電気事業費、２項１目風力発電事業費で213万4,000円を減額し

3,823万7,000円といたします。13款委託料で発電施設保安管理委託料を減額するもので、

上半期の発注状況及び今後の発給予定に基づく減額措置でございます。 

  次に、３款諸支出金、１項１目繰出金に811万円を追加し1,773万4,000円といたします。

エコリゾートタウン推進事業の一環として実施する温泉熱発電事業の町負担分への財源を補

塡するために一般会計に繰り出し措置をするものでございます。 

  ２ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してございます。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額7,831万1,000円に歳入歳出それぞれ597万6,000円を追

加し、補正後の歳入及び歳出予算の総額をそれぞれ8,428万7,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は全て一般財源となっております。 

  以上、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。 

  これより、議案第64号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第１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（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可決されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第10 陳情・要望書等の審査についてを議題とします。 

  審査を付託した総務経済常任委員長の報告を求めます。 



  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 朗読をもって報告とさせていただきます。 

  平成25年９月27日。東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。総務経済常任委員会委員長 山田

直志。 

  陳情・要望書等審査報告書。 

  本委員会に付託された陳情・要望書等を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規

則第94条第１項の規定により報告します。 

  受理番号、付託年月日、件名、審査の結果で読み上げます。 

  104号、平成25年９月10日、大川竹ヶ沢公園内常設トイレ設備・管理要望書、採択。 

  129号、平成25年９月10日、「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確

保」のための意見書、継続。 

  125号、平成25年９月10日、道州制導入に反対する意見書について、継続。 

  １枚おめくりください。 

  大川竹ヶ沢公園内常設トイレ設備・管理要望書の意見についてということで、トイレ整備

の必要性は十分に認められる。しかし、利用者が多いのはイベント期間中であることなどか

ら、トイレの位置や規模、機種の選定については、イベントの企画や人の流れ及び経費や管

理面からもよく検討される必要があると考える。 

  以上の内容でございます。 

 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３７分 

 

再開 午前１１時３７分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

  14番、山田議員さん。 

○１４番（山田直志君） すみません。受理番号145というのを125というふうに読んだよう

ですので、正式には145号でございます。訂正をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま、総務経済常任委員長より報告のありました陳情・要望書等



の審査報告について質疑に入ります。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。 

  これより陳情・要望書等の審査報告について採決します。 

  本件に対する委員長の審査報告は採択１件、継続２件です。この審査報告については、委

員長の報告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（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査についは委員長

の報告のとおり決しました。 

 

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

 

◎日程第１１ 各常任委員会の視察研修計画について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第11 各常任委員会の視察研修計画についてを議題とします。 

  視察研修計画はお手元に配付したとおりであります。 

  各常任委員長に対する質疑はありませんか。 

（「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。 

  ただいま議題となっております各常任委員会の視察研修計画については、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（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は計画のとおり承認されました。 

 

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



 

◎日程第１２ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第12 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

  内容としては、議会運営に関すること、会議規則・委員会条例に関すること、議長の諮問

に関すること、以上の３点です。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議会運営委員会所管事務調査については、

議会運営委員会にこれを付託し、平成25年第４回定例会までに調査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） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。議会運営委員会所管事務調査については、議会

運営委員会にこれを付託し、調査することに決定しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） これをもちまして、本定例会に付議された案件の審議は全て終了しま

した。したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定

しました。 

  平成25年第３回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  御苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１１時４０分 

 

 

 

 


