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平成２６年第１回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                    平成２６年２月２０日（木）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 施政方針 

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）道路整備について 

    ２．１３番 定 居 利 子 君 

     １）次世代の育成支援について 

     ２）ふれあいの森について 

    ３． ６番 藤 井 廣 明 君 

     １）水道事業について 

     ２）観光振興について 

    ４． ５番 村 木   脩 君 

     １）消費税について 

     ２）全国学力テストについて 

    ５．１４番 山 田 直 志 君 

     １）町長の政治姿勢について 

     ２）観光産業について 

     ３）港の朝市の充実について 

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

─── 

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 
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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26年東伊豆町議会第１回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては公私

ともに大変お忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  春とはいえ寒暖定まらぬ時期ですので、皆様方には十分御自愛の上、議会運営に格段の御

協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とします。 

  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26年東伊豆町議会第１回定例会は成立いたしましたので、開会いたします。 

 

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

─── 

 

◎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、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26年第１回定例会の運営について御報告いたします。 

  まず、本定例会には８名の議員の方々より一般質問が通告されております。一般質問の趣

旨をよく御理解され、円滑に質疑、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、条例の改正及び制定案が４件、指定管理者の指定

が１件、指定金融機関の指定が１件、また平成25年度一般会計ほか６つの特別会計の補正予

算案、さらに平成26年度の各会計の予算案がそれぞれ日程に組み込まれております。 

  なお、補正予算に関しましては一般会計はおおむね100万円以上、特別会計はおおむね50

万円以上で説明、また条例改正案等の説明には新旧対照表または資料等を用いるなどにより概

要説明とすることが協議決定されましたので、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  平成26年度予算案につきましては、一括上程後に町長の提案理由、担当課長の概要説明



を受け、大綱質疑を経た後に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。２つの特別委員会の委員構成は、お手元に配付してあります名簿のとおり、一般会

計が文教厚生常任委員会所属の委員、特別会計は総務経済常任委員会所属の委員となっており

ます。 

  なお、大綱質疑につきましては、一般会計予算審査特別委員会に所属の議員が６つの特別

会計に、特別会計予算審査特別委員会に所属の議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、質疑の範囲は事業別までとします。持ち時間は１人30分以内で、質問回数は

２回までとさせていただきます。 

  大綱質疑の通告要旨につきましては既に議案とともに配付してあります。受け付けは本日

午後１時より事務所で行いますが、締め切りは２月24日の午後３時までとさせていただきま

す。 

  ２月25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。 

  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、予備日を含め、本日より３

月７日までの16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点を閉会中の継続

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。 

  活発な御意見、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。 

  以上でございます。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、８番、森田さん、11

番、山本さんを指名します。 

 

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

─── 

 

◎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。本期定例会の会期は、本日から予備日を含め３月７日までの16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16日間と決定いたしました。 

 

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

─── 

 

◎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等の結果に関する報告につきましては、既に送

付しました。 

  議長の出席した会議等の報告につきまし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。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

─── 

 

◎日程第４ 施政方針 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 町長より施政方針を行います。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆様、おはようございます。 

  平成26年第１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。 

  平成26年度の当初予算案、その他諸議案の御審議をお願いするに当たり所信の一端と大

綱を述べさせていただき、町民の皆様並びに議員各位のさらなる御理解と御協力を賜りますよ

う心から念願するところでございます。 

  初めに、我が国の経済は、バブル崩壊以降、「失われた20年」とも言われる長期にわた

る停滞に陥っており、リーマン・ショックや欧州の債務危機により生じた世界経済の収縮と成

長鈍化が深刻な影響をもたらし、円高とデフレの悪循環により非常に厳しい状況にさらされて

きました。 

  国では、安倍政権のもと、「経済再生」、「震災復興」、「危機管理」を政策の大きな柱

とし、とりわけアベノミクスと称される経済金融策に為替や株価が敏感な反応を示し、市場は

活況を呈してきていますが、地方への経済波及効果はなお不透明であり、今後の国の動向をさ

らに注意深く見守っていかなければならないと考えております。 

  このように、将来を的確に見通すことが非常に難しい局面にあり、県内の景気動向も個人

消費や雇用情勢などの各指標が依然として厳しい状況を示しております。景気回復の波はまだ

まだ地方には及んでいないのが実感であり、当町の主幹産業である観光関係を初め、町民の１

人１人が必死に頑張っている中において、新年度の町政の進むべき方向を展望いたしますと、

諸施策の有効的展開により一層、意を配してまいらねばと考えるところであります。 

  平成18年３月の就任以来、早いもので２期８年が過ぎようとしております。 



  「みんなが安心して暮らせるまち、笑顔があふれるまち」を政治信条に、基本方針を「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」とし、町民の皆様と直接触れ合い、さまざまな御意見を伺いながら

開かれた行政運営に取り組んでまいりました。 

  就任当初、国内産業は回復途上にあると言われ、景気の回復に期待をいたしておりました

が、さきに述べましたような経済状況に加え、地方分権や少子高齢化社会の進展に伴い財政需

要は年々増大してきております。 

  町税は、所得税から個人住民税へ税源移譲された19年度に一時的に増加したものの、20

年度以降は右肩下がりに落ち込みました。ここに来て日本経済がようやく長いデフレからのト

ンネルを抜け出そうとしておりますが、地方ではその実感を得るにはまだまだ時間がかかるも

のと考えており、厳しい状況は変わっておりません。 

  一方、歳出面では、急速に進む少子高齢化社会を支えるための福祉関連経費を初め、介護

保険、後期高齢者医療などの特別会計繰出金も年々増加しており、政策的経費に充当できる財

源が限られてきております。 

  このような財政環境の中ですので、地方債についても、交付税算入措置などの有利な方法

を選択しながら慎重な対応を図ってまいりました。また、就任当初、基金残高が少ないという

現状を踏まえ、少しでも基金を増やすことを常に念頭に置き、健全な財政運営に努めてまいっ

たところでございます。 

  したがいまして、公約として掲げた施策の全てを実施することができなかったことに対し

御理解をお願いいたします。 

  就任以来、新たに実施した主な施策について申し上げますと、「一日町長室」を今日まで、

毎月、月末の月曜日に開設し、来訪された町民の方から貴重な御意見・御提言をいただいてお

ります。 

  「産業の振興発展」といたしましては、町内各団体と連携、補助することにより、稲取キ

ンメ商標登録の推進、20％プレミアつき商品券の発行、緊急誘客対策など、当町の主産業で

ある観光業を中心に地域経済の活性化対策を図るとともに、細野高原観光施設整備事業や稲取

高原再編整備事業などにより新たな観光資源を発掘、地域の魅力向上に努め、ソフト面では観

光振興計画策定事業などを通じて誘客対策を図ってまいりました。 

  「次世代の育成支援」といたしましては、新生児１人当たり５万円を助成する出産祝い金

制度の創設や、子ども医療費助成事業として中学３年生までを対象に一部負担金を除く医療費



の全額無償化、こども未来支援事業として不妊治療に係る費用を助成するなど、子育て支援や

少子化対策を推し進めてまいりました。また、給食費の一部助成や放課後児童クラブの開設、

ブックスタート事業など、次世代を託す子供たちへの子育て支援システムの確立にも努めてき

たところであります。 

  さらに、熱川・双葉幼稚園を統合した熱川幼稚園を新設、あわせて幼稚園送迎バスを運行

することにより通園などに係る保護者の負担に配慮し、効率的・効果的な事業運営を図りまし

た。また、スクールニューディール事業等を行い、学校教育における環境整備に意を配したと

ころであります。 

  「安全・安心な環境整備」といたしましては、町民の要望に応えるべく、経営母体である

医療法人康心会に対し伊豆東部総合病院の存続への働きかけに努め、地域医療の充実に向けて

力を注いでまいりました。新病院開院は、27年12月ごろを目標に進めているとのことであり、

より充実した医療サービスが提供されるものと期待しております。 

  防災対策では、北川地区及び片瀬地区において各地区自主防災会の拠点となる防災センタ

ーを新築、またデジタル防災行政無線の整備推進を図ったところであります。ソフト面では、

地域防災力向上のため、自主防役員を初め住民参加型の防災講座や研修会の開催等、防災意識

の向上に積極的に取り組んでまいりました。 

  さらには、第１・第７分団の器具置き場を整備するとともに、耐震性貯水槽の新設、第

１・第６・第８分団の消防ポンプ自動車の購入などにより地域消防力の強化を図るとともに、

高規格救急自動車の導入、ＡＥＤの設置に加え、ソフト面で応急手当講習会等普及事業を推進

し、救急体制についてもその強化に努めてまいったところであります。 

  「健やかで生き生きと暮らせるまちづくり」といたしましては、新生児が先天性風疹症候

群の病気にかからないよう、大人の風疹の予防接種助成にいち早く取り組みました。また、女

性特有のがんである子宮頸がんなどを予防するためのワクチン接種の全額助成、さらに女性の

ための骨粗鬆症検診を新たに実施し、疾病予防を図ることで町民の健康管理に積極的に取り組

んでまいりました。 

  高齢者の皆様に対しましては、災害時における救援システム確立のための要援護者台帳の

整備や介護予防事業の充実に努めたところであります。 

  以上、これまでの主な施策の展開状況について申し上げましたが、改めて議員各位を初め

町民の皆様の御支援と御協力に心から感謝申し上げます。 

  今後も、町民の皆様の御意見を施策に反映してまいりたいと考えております。非常に厳し



い財政環境ではありますが、東伊豆町のよりよいあすの姿を絶えず念頭に置き、全力で行政運

営に取り組んでまいりますので、御理解と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

  さて、御提案させていただいております26年度の一般会計予算案につきましては、新規

事業を極力控えた中で、継続的に取り組んでおります事業や町民の皆様の生活に密着し停滞さ

せることのできない経費、さらには国や県と連携する事業経費等を基本として編成しておりま

す。 

  それでは、新年度の具体的な取り組みの大要を説明いたします。 

  その基本方針は、これまで同様に、「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」であり、一歩一歩着

実に推進してまいりたいと考えております。 

  基本的には、各産業団体などが抱えている課題への対応、少子高齢化社会への対応、そし

て町民と協働したまちづくりであり、そのためには、町民の皆様や議会、関係団体、職員が一

体となって知恵を出し合い、英知を結集していくことが求められるところであります。 

  最初に、「町内産業の振興発展」についてでありますが、景気低迷による消費の落ち込み

やデフレに伴う低価格競争などにより、観光を初め農業、漁業、商工業、建設業と町内各産業

は軒並み非常に厳しい局面に立たされております。町内産業の振興につきましては、関係団体

の皆様とさまざまな角度から検討・協議を重ね、行政としましてもでき得る限りの支援をして

まいりたいと考えております。 

  特に、観光の衰退は当町のまちづくりに多大な影響をもたらしますので、引き続き観光産

業の活性化を図っていかねばならず、当町固有の地域資源の活用や地産地消システムの確立等、

農業・漁業などの１次産業と観光、さらには商工業との連携を進めていく必要性があるものと

考えております。 

  地域景気対策の一環として建築業関係者への受注拡大を狙った住宅リフォーム振興事業に

つきましては、本年３月末で期限が切れますが、大きな経済波及効果を上げており、新年度に

おいても引き続き継続してまいりたいと考えております。 

  県内外から新たな観光資源として大きな注目を浴びている細野高原につきましては、秋の

すすきイベントとともに春の山菜狩りやハイキング等の魅力を加え、四季を通じたにぎわいの

創出に取り組んでまいります。 

  また、伊豆半島ジオパークの世界認定を目指すなど、今後もさらに伊豆の各市町との広域

連携による地域ブランド化を推進し、観光資源の魅力を生かした誘客に努めてまいります。 



  当町では、早期よりエコ対策に取り組み、風力発電を初め太陽光発電及び小水力・温泉熱

などエコ施設の整備を実施するとともにエコリゾートタウン東伊豆推進協議会を設置し、さま

ざまな自然エネルギーの活用を調査研究しております。これらのエコ事業には風力発電事業の

収益を活用するなど、東伊豆型のエコ循環に配意した施策展開への取り組みは全国でもトップ

クラスと評価されております。発電に限らずジオサイトなどの自然もエコですので、これらの

エコ資源を活用した「エコツアー」を検討しており、ガイドリーダーを養成し態勢を整えてま

いりたいと考えております。エコに対する関心は非常に高く、多くの来遊者が期待され、新た

な観光資源にもなり得るものと考えております。 

  観光振興の中心的役割を担う町観光協会が本年６月から一般社団法人となる見込みで、観

光協会で実施する事業を再構築し、公益性と対外的信用性を担保していくことに加え、法人の

安定的な運営のためには一定の収益性が確保できる仕組みづくりも求められております。町と

いたしましては、旅行会社へのセールスや商談会への参加など、積極的な情報発信や販売促進

への取り組みとともに、地域資源を活用した着地型旅行商品の造成や、地域の特性を生かした

観光の仕組みづくりを支援してまいりたいと考えております。 

  県営事業の中山間地域総合整備事業では、24年度より測量設計、用地等の交渉が順調に

進められております。26年度は奈良本太田地区の奈良本農道、片瀬地区の集落道がそれぞれ

整備予定であり、特に奈良本農道は、県と町との共同工事区間を設け、幅員を５メートルとし

て通学路の安全確保に取り組みます。 

  また、稲取市民農園の事業は、引き続き造成工事と管理棟の建設に取りかかりますが、

28年４月の開園に向けて、運営方法等、市民農園推進協議会の御意見を伺いながら進めてま

いります。 

  次に、「次世代の育成支援」についてであります。 

  私は就任以来、子育て支援、少子化対策に力を入れ取り組んでまいりました。今後も、安

心して子育てができるよう、給食費の一部補助、出産祝い金制度、放課後児童クラブ、ブック

スタート、こども未来支援事業、特別支援教育事業等を継続実施いたします。 

  また、幼児期の子供にとって言葉は人格形成の上で大変重要であり、幼児期に培われた言

葉や言語による表現力は、より豊かな集団生活を過ごす上で小学校以降の学びの基礎でもある

ことから、幼稚園児を対象とした「言葉の教室」を開設いたします。 

  さらに、幼児から高校生まで一貫した食育の充実を図るため、県の委託金を受けて、学校

と地域、行政が連携し、将来を担う子供たちの自己管理能力と豊かな人間形成を醸成するため



の食育活動を、スポーツと栄養に重点を置いて実施いたします。 

  学校関係の教育施設整備につきましては、稲取幼稚園遊戯室の雨漏りにより一部天井が腐

食するなど幼稚園教育活動に支障を来している関係から、これまでの部分的改修でなく屋根全

体の防水工事を施工いたします。 

  次に、「安心安全な環境整備」についてであります。 

  東日本大震災を踏まえた南海トラフ巨大地震被害想定や新たに想定された相模トラフ側で

の西相模灘地震など、大規模地震発生の切迫性が指摘されている中、国の防災安全交付金事業

などを活用し計画的かつ集中的に地震・津波対策を講じていくとともに、静岡県第４次地震被

害想定に基づく地域防災計画の見直し、地域の防災最前線組織である自主防災会、消防団との

連携強化などを図り、町民の生命・財産を守るようさらに努めてまいります。 

  災害時に避難所等への活用が見込まれる町立図書館及び消防署に、太陽光発電施設整備へ

の補助採択が得られました。県の100％補助事業で、避難所等への整備のための蓄電施設の併

設が補助要件となっており、25年度に設計業務を実施し、26年度に施設整備を予定しており

ます。有事の際には大いに効果を発揮できるものと推測いたします。今後も、効果的な補助制

度に注視し順次対応を図ってまいりたいと考えております。 

  また、町内の小中学校を合わせて４つの体育館の天井等落下防止対策工事の設計業務を実

施し、27年度に工事を予定しております。 

  建築物の耐震改修の促進に関する法律が昨年改正され、耐震診断の実施が義務づけられま

した。当町におきましても、対象となる5,000平米以上のホテル・旅館等の耐震診断に係る費

用負担の一部を支援してまいりますが、現行の補助制度ではまだまだ所有者や町の負担が大き

いことから、観光地伊豆の問題ですので７市６町首長会議などにより、さらなる制度の拡充を

国・県に要望してまいりたいと考えております。 

  道路整備につきましては、地域の実情を熟知している各区からの要望を受け、財政状況を

勘案しながら継続的に順次実施してまいります。また、町道湯ノ沢草崎線の安全対策工事につ

きましては、大川コマツ別荘入り口から伊東方面25メートルを予定しており、今後も計画的

に事業を実施し、車両及び歩行者への安全対策に努めてまいります。 

  継続事業として県が施行しております県道稲取港線整備事業ですが、稲取中学校の若木橋

のかけかえ及び歩道整備が予定されております。また、交通安全対策の一環として昨年度より

県が事業実施しております国道135号、稲取地区の歩道整備事業につきましては、順次整備を

図っていくと伺っております。 



  森林空間総合整備事業につきましては、24年度から稲取ふれあいの森を中心とした森林

を整備しておりますが、26年度に約５ヘクタールの間伐で一応の区切りとなります。約50ヘ

クタールの森林のうち21ヘクタールの間伐を実施し、作業道、林内歩道の整備、さらには駐

車場や案内看板新設等のリニューアルにより利便性が向上し、今後、利用者の増加が見込まれ

るものと考えております。 

  次に、「健やかで生き生きと暮らせるまちづくり」についてであります。 

  健康づくりの基本理念は「自分の健康は自分で守る」ということであり、そのためにはま

ず御自分の健康状態を把握することが大切であります。町といたしましても、町民の皆様の健

康を第一として各種がん検診、基本健診等を実施しておりますが、高齢になっても健康でいる

ためには若いうちからの健康管理が重要ですので、生活習慣病予防などの健康教育、健康相談

等の啓蒙活動を推進してまいります。 

  健康増進では、身近な健康づくりの一環として、大変好評をいただいております稲取ゴル

フクラブコースを使用してのウオーキングを継続してまいります。また、健康づくり教室では、

体力測定を実施し参加者の自己評価の充実を図り、健康づくりへの意欲を持っていただくとと

もに、教室の通年開催を定着させ、より一層、生活習慣に運動を取り入れられる環境づくりを

してまいります。 

  25年度に実施いたしました空き家調査をもとに、交流・定住促進対策に寄与させるため

「空き家バンク」の開設を検討しております。さまざまなケースが予想されますので、26年

度は先進事例等を研究し、仕組みづくりに努めてまいりたいと考えております。 

  次に、主な特別会計でございますが、まず、国民健康保険・後期高齢者医療関係では、低

所得者への保険税軽減を拡大するための軽減判定所得の基準額が引き上げられるなど、低所得

者などに配慮される制度改正が見込まれております。 

  介護保険事業につきましては、27年度から３カ年を期間とする第６期事業計画を本年度

作成いたします。国では27年度以降の制度見直しについて議論されているところですが、こ

れらの動向を注視しながら計画作成を進めてまいりたいと考えております。 

  最後に、水道事業会計でありますが、年々進んでおります給水人口及び観光客数の減少に

より水需要は依然として伸び悩む傾向にあり、水道事業会計を取り巻く環境は非常に厳しい状

況が続いております。今後の増益を期待するところではありますが、さらなる経常経費の縮減

と未収金の収納強化を図りながら事業運営に努めてまいりたいと考えております。 

  主な事業を申し上げますと、国道135号歩道整備に伴う送水管移設工事、県道稲取港線拡



幅整備に伴う排水管布設替工事などを実施いたします。また、水源調査につきましては、本年

度も試掘調査を実施し、安全で安定した水源の確保に努めてまいりたいと考えております。 

  以上、諸施策の概要について申し上げましたが、その着実な推進のためには、よりよい行

政体制の確立が不可欠であります。 

  町税につきましては、厳しい経済状況の中、税収の確保に苦慮しており、年々厳しさを増

しているのが実情であります。静岡地方税滞納整理機構の活用を初め、26年度においても、

引き続き県職員による短期派遣事業を要請するなど、県とも連携を図りながら税収の確保に努

めてまいります。 

  また、地方分権の進展により多様化・複雑化している行政需要に対応するためには、職員

の資質向上、人材育成が重要であり、職員研修の充実などにより計画的・効率的に職員の育成

を図ってまいります。 

  行財政改革につきましては、昨年実施した事務事業レビューでの提案を受け、社会福祉協

議会に委託しておりました高齢者に対する配食サービスを民間委託に切りかえることといたし

ます。これにより大幅な経費の削減が図れるものと考えております。他の事業につきましても、

引き続き、東伊豆町行財政改革戦略プランに基づき、外部の専門家の助言を得ながら事業仕分

け手法を活用し進めてまいります。 

  広域的な行政課題といたしましては、現在、４市３町により進めております駿東伊豆地区

消防救急広域化につきましては、法定協議会で、広域化後の消防本部の組織や出動態勢などに

ついて28年４月の発足に向けて検討をしております。 

  また、河津町との一部事務組合で進めております東河環境センターのごみ処理施設につき

ましては、29年度からの大規模改修に向け、26年度より長寿命化計画策定業務委託や生活環

境影響調査業務委託等が予定されております。これら大規模改修事業に伴う両町の負担金につ

きましては、今後、東河環境センター施設整備等推進協議会にて協議・検討していくこととな

りますので、御理解をお願いいたします。 

  以上、26年度の町政運営に対する基本的な考え方と主要な施策についてその概要を御説

明申し上げました。これまで申し上げた考え方を基本に予算編成を行った結果、一般会計の予

算規模は47億8,600万円で、前年度当初予算額に比べ4,000万円、0.8％の減となっております。

また、国民健康保険、介護保険など５つの特別会計は合計で36億5,380万4,000円となり、前

年度に比べ0.1％の増となりました。水道事業会計は、支出ベースで６億7,183万7,000円で、

前年度比1.7％の増となっております。 



  今後も、地方分権、権限移譲、地方行財政制度の改革など、地方自治体を取り巻く環境は

大きなうねりを伴って目まぐるしく変化していくものと想定しております。こうした時代の流

れの中で行政が大局観を持って行財政の運営に努め、常に町民目線で歩みながら、町民の皆様

１人１人が安心して暮らせ、住んでよかったと思えるまちづくりに向けまして誠心誠意取り組

んでまいりますので、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力を心からお願い申し上げま

して、施政方針といたします。 

 

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

─── 

 

◎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。 

  質問時間は質問及び答弁を含め90分以内とし、質問回数は１問につき３回となりますの

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。 

  2014年も節分・立春も過ぎまして河津桜も咲き始めまして、特にまちのにぎわいとして

おる雛のつるし飾りもにぎわいを増してくるのではないかなと期待をしているところでござい

ます。 

  さて、今回、２問を通告してあります。一問一答にて御答弁のほうをよろしくお願いいた

します。 

  まず１問目、町長の政治姿勢について伺うわけですが、2040年までの県下人口推移が発

表されました。町の定住自立について、今後、具体的施策はどのように考えるか。 



  １点目、人口増加と減少の歯どめについて。 

  ２点目、町営住宅の新設は。 

  ３点目、町有地等を使った企業誘致の考えは。 

  ４点目、空き店舗、耕作放棄地の対応について。 

  ５点目、町民満足度調査の実施について。 

  以上、５点について伺います。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） 飯田議員の第１問、町長の政治姿勢については５点にわたる質問です

ので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の人口増加と減少の歯どめについてですが、先般、県により2010年から2040

年までの県内人口の推移試算値が突然発表され、予想以上の内容に大変驚きました。このよう

な県内の状況から、当町においても人口の増加は望めないのが現実と考えております。全国的

な出生率の低下などが要因と推測いたしますが、観光産業を主幹産業とする当町では、長期化

した景気低迷、さらに３.11大震災及び福島原発事故に伴う計画停電などにより観光産業は極

めて厳しい状況となり、雇用環境の悪化も加わったものと推察いたしております。 

  平成24年度に発足をした東伊豆町第５次総合計画では、人口の増加は無理でも減少に歯

どめをかけ、目標年であります平成33年（2021年）の人口を予想人口１万2,000人に対しまし

て１万3,000人といたしました。 

  人口減少の歯どめ対策といたしましては、主幹産業であります観光産業の活性化による他

産業への波及効果（６次産業化）により、雇用問題、少子高齢化などの重要課題に相乗効果を

創出していくことが喫緊の課題と考えております。 

  次に、２点目の町営住宅の新設はについてですが、人口推計、さらに現在の財政状況から

も町営住宅の新設は現時点では考えておりませんが、今年度実施しております空き家調査を利

用し、26年度に制度内容を検討・確立し、27年度の発足を目指しております空き家バンク制

度などにより移住・定住対策を推進してまいりたいと考えております。 

  次に、３点目の町有地等を使った企業誘致の考えはですが、常々企業誘致をしたいと考え

ておりますが、当町への交通環境が大きな課題となっておると考えております。一般的には、

消費地への物流コストが割高となり、輸送時間も懸念され、生産拠点とすることは難しいと推



測されます。今後、伊豆縦貫道を初めとする交通アクセスが整備されることによる環境改善に

期待をしたいと思っております。 

  次に、４点目の空き店舗、耕作放棄地の対応についてですが、人口の減少、さらに景気低

迷などは後継者確保にも影響し、空き店舗、耕作放棄地などが課題となっております。 

  空き店舗につきましては、積極的に利活用をＰＲし移住・定住対策につなげてまいりたい

と考えております。しかし、耕作放棄地につきましては、農地法の縛りがあり農業者以外の利

用に制限があるようですが、６次産業化の推進及び地産地消への取り組みなど、総体的な対応

を図ることが課題の解消につながるものと考えております。 

  次に、５点目の町民満足度調査の実施についてですが、御案内のとおり、平成24年度に

発足をいたしました第５次総合計画は、平成22、23年度に調査・検討し策定いたしたもので

す。計画策定に当たり、まちづくりの方針を定めるため、町民の皆様が将来どのような町にな

ってほしいかを把握する必要がありましたので、平成22年度に「総合計画策定に伴うアンケ

ート調査」を実施いたしました。調査結果は総合計画に示してありますが、この調査は満足度

調査と同様なものと考えております。 

  総合計画は机上の計画との指摘を耳にしますので、第５次計画では、基本計画に担当部署

を明記し、数値目標等を設け、アンケート調査結果をもとに中間年度の平成28年度における

目標値を示してありますので、達成度を確認するためにも、中間見直し時に再度のアンケート

調査が必要と考えております。これらのアンケート調査により町民の皆さんの満足度を把握し

てまいりたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、１問目の５点について答弁をいただいたわけですけれども、大綱

の数が多くてこれからの質問に対しての答弁がちょっと大変かなと思いました。 

  まず、１問目の人口の関係で質問するわけですけれども、年４回、一般質問をさせていた

だき、委員会その他会議がされ活発な意見交換がされてきているわけですけれども、町長とし

て、また新しい議員としてやはり町民の声を聞く中で、町の今後のあり方は大丈夫かなと心配

する声も多少はあるのではないかなと。人口減少等についても、町当局も、そして議員も真剣

に取り組んでいかなければいけないなと、そんなことで考えるわけですけれども、平成26年

度の当初予算、主要事業を先般、説明を受ける中で見させていただきました。 

  児童福祉事業、これは少子化対策ということで全国的に取り組みをされているわけですけ



れども、その中で子育て世帯臨時特例給付金が事業として、新事業かな、されているわけです

けれども、金額はわかりますけれども、この事業の内容等についても後ほど、いいです、それ

は答弁の用意がなければいいですけれども、今後に期待するところです。 

  そういう中で、先般、１月２日にこれは報道があったわけですけれども、定住自立、大変

聞きなれない言葉で新聞あるいは報道されている中で、この定住自立圏ということで、各市町

村へ特別交付税ということでこの４月以降、交付金として出てくると思います。その内容、取

り組み方、それから金額等、これは中心地、大都市部も含めて、市町村を含めて交付金の額が

違います。それについて、もしわかるようでしたらそれも答弁をひとつお願いしたいと思いま

す。 

  そういうことですけれども、人口の増加・減少ということで今、町長から説明を受けたわ

けですけれども、第５次総合計画の中でも載っているわけですけれども、私も2040年の人口

増加・減少について調べました。何を調べたかというと、明治、大正、昭和、平成にかけての

人口の推移を全て調べてみました。とんでもないことがあるわけです。 

  というのは、ちょっと古くなりますけれども、2013年11月30日現在で東伊豆町の人口が

１万3,455人、世帯数が6,271、１世帯当たり約２名です。そして、2040年にどのような数字

になるかというと、これは町が出した数字と新聞報道された数字と違うわけですけれども、

2040年が7,830人、5,625人が減るわけなんです。この数字が7,830と覚えてくださいよ。そし

て、この数字はどういう数字かといいますと、今から115年前、明治32年（1898年）当時の人

口は、城東村、それから稲取村で7,851人です。この数字になるんです。とんでもない数字で

すよ。当時は1,413という世帯数がありまして、世帯数の中で１軒で６人ほど、７人いたか９

人いたかはっきりとは、そこまでは調べ上げませんでしたけれども、平均で６人いたわけなん

です。この115年前の人口に戻ってしまうんです。とんでもない数字なんですよ。 

  そして、昨年１年間の出生は、先ほどから町長が言っているように、子育て支援とかそう

いうことでやるよと言っておりますけれども、昨年の生まれた子供の数が68名、男子が36、

女子が32、これ以上に減ると思いますよ、今の現状でいけばね。 

  そして、果たしてこの子供たち、親たちがこの町に定住しておるのかと。よそから入って

こられる方も多少はあろうかと思いますけれども、やはりこの68名、お父さん、お母さん、

おじいちゃん、おばあちゃんも含めて、若い人たちが、おやじよ、俺はもうこの町に住めない

から伊東市へ行くよと、河津へ行くよということで移ってしまう。そうしますと、やはり町長、

子育て支援や放課後児童クラブはぜひやってください。続けてくださいよ、いいことですから。



この数字がとんでもない数字になってくるわけです。 

  そういうことで、人口の推移、これから総合計画の中で中間で見直しをするよと、後で町

民満足度のほうでも話をしますけれども、やはり早目早目に対応を図っていくということが、

教育長もいますけれども、これは必要ではないかなと思います。 

  この話は議会だけでするのではなくて、この28日に稲取高校卒業生が、同窓会入会式で

体育館でお話をします。１日が稲高の卒業式ですけれども、その卒業生を前に私は生徒にこの

話をしてきます。時間があれば折に触れてこういう話を子供たちにしていきたいです。大人た

ち、私ら団塊の世代を過ぎた人たちも含めて、これから子育てなんて私たちには実際にはない

ですけれども、やはりこれから子育てをする人たちにぜひ、こういうことを数字も含めてお話

をしていただく、これが必要ではないかと思います。 

  それで、教育長、答弁は要らないですけれども、47億の一般会計の中で教育費として

8.6％、４億1,283万4,000円が教育費として計上されているわけです。この教育費が多いか少

ないか、それは別として、やはり私は個人的には教育費が少ないなと。この町へ来て、教育、

子育てをするには東伊豆町だと、ここで子供を育てて教育したいよというような環境づくりも

含めて、予算を増やすこと、減らすこと、どちらにしても大変であるかと思いますけれども、

そういうことでお願いをしたいなと思います。 

  町営住宅のことについてちょっと伺います。先般、私、熱川地区、稲取地区の町営住宅、

外観を含めて個人のお宅を、ちょっと中も見させていただきました。本当に老朽化をしておる

なということで調べましたら、稲取町営住宅が第１種中層耐火構造として、昭和47年から49

年の３年をかけて66戸の町営住宅としてなっているわけです。そして、熱川町営住宅がやは

り第１種中層耐火構造、昭和50年から51年の２年をかけて32戸の町営住宅が建設されている

わけですけれども、大変古くなったなということで、ちょっとお世話になっている方に、どう

ですかと。いや、ここは住みいいよということであるわけですけれども、今、この町営住宅の

入所状況、それからどのぐらいの費用、要するに入所の料金、その辺についてちょっと聞いて

みたいなと思います。 

  ３点目の町有地を使った企業誘致ということで、先ほど町長から、観光立町をうたい上げ

ても企業誘致はなかなか難しいよということでお話があったわけですけれども、私、先般、同

僚議員も一緒ですけれども、個人的に太陽光発電をしておられるところをちょっと拝見させて

いただいて、すばらしいなということであったわけですけれども、町長が言うように道路整備

もうまくいっていない、環境的に企業誘致はなかなか難しいよということであるわけです。や



はり企業というのはアピールをする、この町へ企業を持ってきてくれよということを、町長だ

けではないですよ、町職員も含め議員も含めてこの町に企業を持ってくる、そして町有地でな

くても個人の土地でもいいです、耕作放棄地でもいいです、そういうところに企業を誘致して

くる、このアピールというものもぜひ必要ではないかなと思います。 

  それで、続いて空き店舗の関係で再度お伺いするわけですけれども、空き店舗、それから

耕作放棄地、町として調査が行われてきておるわけです。先般も同僚議員の中でも質問された

方があります。それで、この耕作放棄地、空き店舗、町内を見ても大変荒れておる。空き店舗

あるいは住宅等も荒れて、市内を見て歩いてもシャッター通りというかそういうところになっ

ておるわけですけれども、町としてこの耕作放棄地も含めてアピールはされていると思います

けれども、町長にもうちょっと詳しく、耕作放棄地あるいは空き店舗の関係、調査の内容につ

いてありましたらお願いをしたいと思います。 

  次に、町民満足度の調査ということで、先ほど町長のお話の中でもあって、第５次総合計

画の中で22年度でもやって、もう満足度調査はないよと、そういうことであるわけですけれ

ども、日ごろ町長は一日町長室等で町民の声を聞いておる、大変いいことだなと。私も個人的

に議員でなければ来て、ちょっと聞きたいなということもあるわけあります。それはそれでい

かないわけですけれども、２期８年が経過した中で、観光、道路工事金等をいただく中でぜひ

町民の声を聞いていただきたいなと思います。人口が１万3,455人、世帯数が6,271というこ

とで、この世帯の方たちの全員の声を聞かないにしても、やはり広い目で見て受け入れ態勢を

町長室として、何か聞くと、個人的にはいいけれども団体で来るのはまずいなということであ

ろうかと思いますけれども、なるべく多くの方が一日町長室に入ってこられる環境づくりをし

ていただきたいなと思います。 

  ちょっと長くなりましたけれども、６点ほど再度伺いたいと思います。町長、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） 答弁漏れがありましたら、また言っていただければ。 

  まず１点目、人口の増加と減少、これは私も壇上でも言ったように、先般、県より発表さ

れましたが、もう愕然といたしました。現実はそうだろうと思います。それで、子育て支援と

また定住自立圏の問題は、新年度予算というのがありますもので、そこで審議していただきた

いと思います。今回はちょっとこの席では省略と。 

  そういう中で、子供たちが明治時代に戻ってしまう、本当に大変なことでございます。第



５次総合計画におきましても、できるだけ１万2,000人なので１万3,000人に歯どめをかける

ような方向でやっていこうという中で、今、定住促進化に取り組む他市の事例がいろいろあり

ます。これに基づいた中で、できるだけこの町に住む方を増やすようなその方向で、できるだ

け総人口減少に歯どめをかけていきたいと考えております。 

  また、出生に関しますと、これは年によって大分変化があります。確かに昨年は少なかっ

たですけれども、今年は多少増えているような傾向もありますもので、行く行くは当然、出生

は減少方向に行くと考えておりますけれども、昨年に比べまして今年度は出生数が増えている

ことだけは申し添えておきます。 

  さらに、教育費に関しましても、確かに教育費は低いと言えば低いと思うんですけれども、

一応、学校側の要望を受けた中で教育費に関してはやっています。私も、教育に関しましては

できるだけ子供たちのため、また社会教育、いろいろな面で教育は大変重要と考えております

もので、予算の中でもできるだけ教育に関しましてはその要望をやる方向で今、予算編成をし

ていることは御理解願いたいと思います。 

  それで、やっぱり子供たちが来る町の環境ですよね。子育て支援は、私はある程度充実し

ているとは、これは自己評価でございますけれども、いろんなことはやっていると私は自負し

ている中で、やっぱり子育て支援を活用するためにはこの町に住んでいただけることだと思い

ます。そういう中で、いろんな面でこれからここのまちづくりにおきましても、そういう人口

減少、子供たちの親が住むようなそういう環境づくりをやっていきたいと考えております。 

  さらに、飯田議員が言った今の現状ですね、子供たちにしたら大変重要でございますもの

で、町もやりますし、また飯田議員も個人的にそのようなことで今後の町の将来的な展望を言

っていただくのは大変ありがたいと思いますので、その辺はお願いしたいと思います。 

  さらに、町営住宅に関しましては、これは事務的な要素がありますので事務局のほうから

言わせていきたいと思います。 

  さらに、３番目の町有地等を使った企業誘致、これはメガソーラー的なことも飯田議員は

言いました。私、基本的にはメガソーラーというのは、自然景観を壊すという中でちょっとい

かがなものかと自分自身は考えておりますけれども、また皆さん方が違った意味で企業誘致に

なるとなればそれは考えます。今のところは、私はメガソーラー的なそういうことはいかがな

ものかと考えた現状でいる中で、先般、オガワ先生、また須佐議員とかいろいろ、ＩＴ企業関

係ならばある程度誘致できるのではないかという中で、ここに神山町があります。この中でＮ

ＰＯ法人ですがグリーンバレーというところがあります。この辺をちょっとまた問い合わせた



中で、新年度におきましてはＩＴ企業関係、どういうようなことをやればいいのかなというこ

とでまたその辺は検討をしていきたいと考えております。 

  さらに４点目、空き店舗、耕作放棄地。空き店舗、これは飯田議員が言うように町として

も積極的にやらなければならないことです。これは町独自ではなく商工会と連携した中でやっ

ていきたいと考えております。基本的には空き店舗、耕作放棄地、どちらも一応、所有者の同

意がなければできないことでございますもので、その辺は、まず所有者の理解を得た中で空き

店舗は積極的にやっていきたい。 

  耕作放棄地に関しましては、先般言いましたように農地法がございますもので、これはな

かなか手ごわいかなと感じておりますけれども、できるだけ耕作放棄地がなくなるような方向

でいきたい、そう考えております。 

  次に町民満足度調査、これは平成22年に満足度をやりましたので、中間年度の平成28年

に再度アンケート調査をやって、どれだけ満足度が高くなったかまたは低くなったか、その辺

をまた調査の中でやりますので御理解願いたいと思います。 

  あと、事務的なことは担当から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） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（向井青一君） 町営住宅の料金につきましては、稲取町営住宅では8,000円

から２万4,300円、熱川町営住宅では１万1,800円から２万9,300円となっております。 

  入所状況ですが、入所状況というか今現在の待機者というんですかね、稲取町営住宅では

２名の方が待機されていまして、熱川町営住宅につきましては待機者はございません。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２９分 

 

再開 午前１０時３０分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  観光商工課長より答弁させます。 

  観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 今回の空き家調査の中で空き店舗がどれだけあるかというこ



との調査も実施しておりまして、まだ確定数字ではございませんけれども、１月31日現在で

空き店舗ということで171件という数字でございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、町長、それから課長等に報告を受けたわけですけれども、一つ聞

いてみたいなと思ったのは補助金、交付金の関係のほうのお金、定住自立ということで交付金

が新年度予算で出てくるわけですけれども、金額等をどっちも自分は把握しておりますからい

いですけれども、やはり町長にお願いするのは、この定住自立という言葉、聞きなれない言葉

ということでもお話をしたわけですけれども、こらからこれが大いに出てくると思うんです。 

  そして、この伊豆半島の中でも沼津市あたりが交流から定住にということです。要するに、

お客さんを入れることも大事ですけれども、いかに沼津市なら沼津市へ人が住んでいただくか

ということに方針を変えるよと市長は言っているわけです。沼津市など大きいところでも、交

流するではなく、そこに定住していかに住んでいただくかということ、人口減少に歯どめをか

ける、そういう方針を市長は話をしているわけです。そういうことも含めて、これから定住自

立、人が住んでいただく、子育てをしていただく、そういうことでまちづくりをしていただく

ということです。 

  そして、私、３回目でちょっと聞きたいのは耕作放棄地の関係で町長にお聞きしたいんで

す。これは法的な、農地法等があるということでお話を聞いたわけですけれども、私、大川等

あたりに大変土地を持ち、農地あるいは宅地を持つ方で土地をくれるよと、土地は要らないか

ら俺がくれるからもらってくれよと、そういうことでお話をしている中で、ではその農地を使

おうと、大学の教授がここで農業をしたいということで来て、現実にもう造園屋さんが整備を

して、そして農地としてやるわけですけれども、農地法でなかなか農地として使えないわけで

す。そこには指導者がいるわけです。第三者が、農業をしている方が２年、３年ということで

農業を教えていくわけです。そうした後に、ではその農地を買い求める、そして農地として使

っていく。しかし、そこに住むには家がいるよと。じゃ宅地も買っちゃおうと。くれるよと言

ったところをじゃそこも買っちゃうよということで、もう前々からそういう話をして、要する

に買って農地として使っていただく方にお話をしてきて、もう現実にそういうことができてい

るわけです。 

  これは、町長、やはり農地だとかいろいろ縛りがありますけれども、農業委員会あるいは



いろんな部会等でぜひ話をする中で、こういうことがあったら進めてくれよと、ぜひ農協さん

あるいは空き家等も含めて指導していくことが大事だと思います。ただ空き家調査、耕作放棄

地の調査をしただけで何もしないでは、これは調査した価値がないですよ。 

  そういうことで、農地を持っている方がくれるよと言ったってなかなか簡単にはくれられ

ませんけれども、道路も整備をしたりする中で、そういうことで耕作放棄地等の対応について

ぜひ進めていただきたいなと思います。 

  それから、町民満足度ということで、これは22年の調査の中で、再度言っているように

第５次総合計画で見直しをするということでありますけれども、やはり早目にこの町民満足度

調査、皆さんの意見を聞く、そういうことをぜひしていただきたいと思います。これは早目早

目の満足度調査をというんではなくても、一番いいのは、区長さんやいろんな役員の方に区は

どうだよということでお聞きする機会があろうかと思いますので、ぜひそういうことで進めて

いただきたいと思います。 

  １問目はそれで終わります。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、飯田議員が言ったように人口減少、これからは交流ではなくて

定住、もう自分自身もいろんなところから今検討をしております。これは各町が取り組んでい

る定住促進に関する事例の中で、住宅、また子育て支援、また教育、いろんな面で書いてあり

ます。うちの町ではどれが一番いいかということを検討した中でこれは施策に取り組んでまい

りたいと、自分自身はそう考えておりますので御理解願いたいと思います。 

  さらに、今、議員さんが言った大学の教授ですか、こういう方が住んでくれると町として

は大変ありがたいです。そういう方にできるだけ支援はしていきたいと考えております。そう

いう方が来た中で、法的な中でできるだけクリアするような方向でそれはやっていきたいと考

えておりますので、アドバイスはしてやりたいと思います。そういう方が来たら町の担当のほ

うに来てもらって、どのような方法でやればいいのか相談していただければ一番ベストのアド

バイスが上げられると思いますので、飯田議員さんがそのような方を知っているならばまた町

のほうにも相談していただければ、それはやっていきたいと考えております。 

  満足度調査につきまして、今言ったアンケートに関しましては、住民全体に対するアンケ

ート調査は一応、中間年度にはやるつもりでおります。その中間年度以降の間に関しましては、

今言ったように区長さんに対しまして、今どのぐらい町民はこの町に満足しているか、それは

個人的には聞くつもりでおりますけれども、町としてやるのは、やっぱり全体的なアンケート



は一応、中間年度の28年と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。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、道路整備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） では、２問目の質問を行います。 

  道路整備について伺います。防災対策を進める中で災害に強いまちづくりを今後どのよう

に推進していくか。 

  １点目、国道135号線、町道湯ノ沢草崎線崩落時の対応は。 

  ２点目、大川地区から伊東市までのバイパス道路建設要望の進捗状況は。 

  以上、２点についてお伺いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 飯田議員の第２問、道路整備については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点目の国道135号、町道湯ノ沢草崎線崩落時の対応はについてですが、国道135

号につきましては、下田土木事務所が道路管理者となっておりますので、崩落等があれば即時

に下田土木事務所に連絡し、町も協力して対応することになります。 

  町道湯ノ沢草崎線の崩落等があった場合につきましては、まず崩落箇所の確認をいたしま

す。通行上危険が大きいと判断した場合は、通行止等の交通規制をかけるとともに、関係機関

や町民に対し速やかに道路情報を提供し、２次被害を受けないよう迅速に対応いたします。 

  次に、２点目の大川地区から伊東市までのバイパス道路建設要望の進捗状況はについてで

すが、昨年３月の定例会での一般質問で飯田議員に答弁いたしておりますが、伊豆縦貫自動車

道のアクセス道の整備促進を目的とした伊豆横断道路建設促進期成同盟会の中で、当町におい

て、大川地区から伊東市までのバイパス道路建設を唯一の要望事項として活動を行っておりま

す。 

  また、毎年、静岡県町村会からの国及び県の施策・予算に対する要望等では、今年度より

要望事項の優先順位を繰り上げて要望しており、今後も引き続き議員の皆様方の御協力を得な

がら粘り強く要望してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 飯田さん。 



（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、道路整備について町長から答弁いただいたわけですけれども、１

点、２点ということでいただく中で、平成26年度の当初予算が47億8,600万ということで歳入

歳出が発表され、予算審議がされていくわけですけれども、予算の中で、町道の危険箇所把握

と安全総点検ということで1,300万が計上されているわけですけれども、これは草崎線等も含

めて道路整備の中で調査が行われていくと思います。道路問題については、何度となく質問

させていただいたわけですけれども、大変重要な事項ではないかなと私は考えます。 

  そんな中で過去をちょっと振り返ってみたわけですけれども、昭和53年１月14日、忘れ

もしません。零時の24分後ですけれども、伊豆大島近海地震が発生したわけです。国道135号

線白田稲取間の３本のトンネルを含めて延長1,120メートルが崩落したわけです。当時の町長、

災害町長などと言われた前後の町長があるわけですけれども、それは確かなことではなかった

かなと考えます。 

  当時、私も分団に籍を置いていたものですから、３日間休みをとり災害復旧に努めたわけ

ですけれども、伊東市に抜けるところの道路が崩落した中で、自衛隊の先導で伊東市の市役所

へ埋葬許可証をもらいに行ったことを思い出しました。あんなにならなければいいなと、当時

大変な状況になったわけですけれども、白田稲取区間については県道ですから土木事務所がや

るわけですけれども、当時として、下田土木事務所が唐沢より白田湯ケ岡地区へと抜ける災害

道路をつくったわけです。全長6,936メートル、幅員６メートルで、６工区に分けて昭和55年

７月より57年１月31日まで、総事業費29億3,570万8,000円ということで大変な事業で、トン

ネルを掘り、道路が整備をされ、その後、湯ケ岡赤川線へと道路がつながったわけです。大変

利用され、迂回路として整備がされてきたわけですけれども、湯ノ沢草崎線についても、事業

の内容等についても先般説明がある中で、4,900万円がのり面の工事として予算が計上されて

おります。 

  それはそれとして見る中で、昨日もちょっと気になったものですから、草崎線、それから

135号線を回ってくる中で、赤沢の信号の上が崩落しておるわけです。草崎線とのつながりが

崩落しているんです。この道路についてはもう予算がついていると確認をしているわけなんで

す。あそこが落ちると、赤沢の方たちは逃げていかれますけれども、それからこちらの東伊豆

の方たちはあそこから先に行けないわけなんです。県の議員の話も聞くと、伊東市は大丈夫だ

よと。それはそうですよ。みんな向こうへ、伊東市から縦貫道へ抜けて行けばお客さんも住民

も行かれるわけです。 



  そんな中で、のり面工事の見直しをされるわけですけれども、建設産業課の担当だと思い

ますけれども、町長が先ほど言ったように今やっているのり面の工事も、何メートルですか、

やられるということですけれども、これも含めてやはり危険な箇所は、何カ所かここは崩落す

ると怖いなというところはもう確認しておると思います。そういうところは、もしのり面等、

ここはミスをしても危なくないよと。先般もちょっと土木事務所の方がいたようですけれども、

やはり地震もそうですけれども、台風等大雨によって崩落をする箇所があろうかと思います。

そういうところをもし確認されていたら、これは防災の関係で危ないよと、全てどこも危ない

よと言われてしまえばそうなんですけれども、やはりそういうところを確認されておるのかな

と、これも１点お聞きしたいと思います。 

  それから、２点目の大川地区から伊東市までのバイパス道路建設要望ということで、昨年、

町長には聞いたわけですけれども、町もそうですけれども、自民党として要望事項を上げてい

るわけです。町を通して自民党に要望を上げている中で、ちょっと確認しますと、伊豆東海岸

の幹線道路は国道135号線しかなく、交通渋滞による日常生活や観光を主体とする経済活動に

支障を来すばかりでなく、伊豆地区の中核的な医療機関への病院等の搬送にも支障を来してお

り、町民の生命を守る面からもバイパスの整備は必要不可欠となっている。半島振興県代行事

業による整備が東伊豆大川地区から整備され、事業はあくまでも当町区域内での路線区間であ

るため、隣接する伊東市との連結には至らない。このため、交通渋滞による支障、さらには東

日本大震災を機に危惧されている津波被害による国道135号線の通行や海上脱出が不能となっ

た場合、他のルートは現在確保されていない。一つでも多くのルートを確保しリスクを分散す

る面からも、伊東市池地区へ連結するバイパスの整備は必要不可欠であり、早期実現を要望す

るということで、県に全て含めて上がっているわけなんです。 

  そして、建設産業課等も要望する中で、大体距離はどのぐらいかなと、大体工事費として

100億かかるのかな、百何十億かかるのかなということで大体わかっていましたら、答えられ

なければ答えなくてもいいですけれども、そういうことで、距離的なものあるいは予算的にこ

のぐらいかかるかなと。町がやる事業ではないですから、県がやって、それに対して町が負担

をしていくところがあろうかと思いますけれども、要望する中でどのぐらいかかるのかなとい

うことで、もしわかりましたらちょっと教えていただきたいなと思います。その点をお聞きし

たいです。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この道路問題は今一番苦労している点の一つに入っております。



基本的には町道湯ノ沢草崎線、最初は県だったんですよね。それで、下ができたもので町道に

移管された中で、なぜそのときにのり面の防災工事をちゃんとした中で町道とならなかったの

か、今、大変苦労しています。 

  と申しますのは、大雨が降ると大変ここは危ないところでございますもので、まず避難路

としてこの町道湯ノ沢草崎線の安全性を確保した中でやっていかなければならないという中で、

今始めたというのが現状でございます。 

  そういう中で、のり面のどこが危ないかということはもう調査してあります。その中で優

先順位としてどこからやろうかという中で、今、大川のところが一番危ないという中で、優先

順位の第１番ですからまずそこをやっております。この優先順位の図面はありますので、その

辺は飯田議員に後で資料提供で渡してもいいと考えております。 

  だから、町道湯ノ沢草崎線に関しましては町としても懸案事項の一つでございまして、こ

れを防災面でも財政の許す限りできるだけ早くやっていきたい、そういう考えでございますの

で、その辺を御理解願いたいと思います。 

  次に、バイパス、これは政党は言ってもいいと思います、自民党さんが真剣になってこの

道路に関しまして県・国に対して要望していくことは町としても大変ありがたく思っておりま

す。と申しますのは、やっぱり災害道路といたしまして、これがなければ実際にうちの町から

よそへ下る道路がなくなってまいりますもので、これが抜ければ災害を通して私もできると考

えておりますので、これは早急にやりたいことでございます。 

  しかしながら、これは地権者がまた、事業費とか図面はあるかと言われた中で図面はござ

いません。大体の概略、この辺でいいのではないかという中で要望活動をしております。と申

しますのは、まだまだちゃんとした図面というか、事業をやるためにはその地権者たちの同意

を得なければなかなかできませんもので、まだ大体の概略ですので、この辺で大川から中大見

線に抜けるコースでやっていただきたいという中で、はっきり言って絵だけの案でございます

ので、事業費とかそういうのはございません。これは積極的に町といたしましても国・県に要

望していきたいと考えておりますので、議員の皆さん、また各政党の皆さん方にお願いをして

もらった中でできるだけ早くこれは実現していきたいと、町はそう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） 飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 



○３番（飯田桂司君） 正直なところ、なかなか難しいところが多分にあるわけですけれども、

先ほど言ったように53年当時の地震のことを思い出しますと、湯ノ沢草崎線が崩落したとき

のことを思い出すわけです。正直な話、人によっては赤沢からトンネルを越えて、あの陸橋を

渡ってトンネルの中を歩いた、海岸をはだしで革靴を脱いで歩いてきたよと。そして、公民館

の前で消防団員としている中でおるわけですけれども、とんでもないことが起きたなというこ

とで、３日間、もう食べるものもカレーライスしかない、ほかのものも食べたいなと、そんな

ことを若いながらも、うちにも帰らないで公民館で布団に潜って寝ていたわけですけれども、

やはりそういうことが起こりかねない。地震だけではないです。災害には、地震・雷・火事・

おやじではないですけれども、台風等が来て大雨が降って崩落をして道路が寸断される。これ

は３.11の地震、津波、そして福島の原発、そんなものではないと思うんです。やはり観光地

としてお客さんが数カ月ここに来ないと大変な状況になろうかと思います。それを待つとかそ

ういうことではなくて、やはり早い対応をすることも含めて整備を図っていただくということ

が大事かなと思います。 

  そして、このバイパスの関係ですけれども、バイパスについても伊豆スカイラインの南伸、

ずっとこの東部地区が、伊東市からこっち、河津、下田、南伊豆といったところで同盟会をつ

くりスカイライン南伸を進めてきたわけですけれども、これはもう100％やらないよというこ

とで話があるわけです。もうスカイラインの南伸はないよと。 

  それで、町長、霊友会と災害道路としての協定を結んでありますけれども、これについて

も今年みたいな冬のときにはもう走れないですから。冬の時期には走れません。そして問題が、

別荘地等を通る関係があるもので長期に道路を使用するようなことはまず無理なんです。です

から、やはりバイパス道路整備については積極的に中央へ要望を上げていただく。東伊豆町だ

けではなくて河津も下田も南伊豆も含めて、伊東市さんも含めて要望し、組織をつくっていた

だいて国・県へと要望を上げていただく、これが町長にお願いをしたい一番の使命ではないか

と思います。観光だけではないです。全てのことにこの道路問題についてはつながっていきま

すので、ぜひ要望していただくことを強くお願いして、質問を終わります。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、この町道湯ノ沢草崎線はもう安全性も防災も、今、地震だけで

はなくていついかなる突発的な集中豪雨、本当にこれはいつ起こっても不思議ではないですか

ら、財政の許す限りなるべく早い時期にこの町道湯ノ沢草崎線ののり面の工事はやっていきた



いと考えておりますので御理解を願いたい。できるだけ国・県に、55％よりもっと大きな補

助率に上げるような要望をした中で、財政とか厳しい中でこれはどんどんやっていきたい、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。 

  さらに、バイパス関係につきましては、自民党さんは自民党さんで伊東市さん、河津さん

と、下田、伊東と連携をとりながらやってもらって、これは大変ありがたいことです。これか

ら今度は行政も連携をとりながらやっていきたいと思います。まず伊東市さんに働きかけたの

は、私、佃市長とまだ直接話し合っていないもので、町の意向を言った中で今度ははっきりと

佃市長にもよろしくお願いしますとお願いした中で、行政との関係をまた密にした中でやって

いきたいと考えておりますもので、できるだけ早い時期にやっていきたいというような中で、

これも多分、膨大な費用がかかるというだけで事業費が幾らかかるかわからない中で、当然、

国とか県に相当なお金をもらわなければできない大事業だと考えておりますもので、その辺は

積極的にまた働きかけていきたい、そういう考えで、決意という中で述べさせていただきたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で飯田さんの一般質問を終結します。 

  この際、11時10分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

─── 

 

◇ 定 居 利 子 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、13番、定居さんの第１問、次世代の育成支援についてを許し

ます。 

  13番、定居さん。 



（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆さん、こんにちは。 

  私は２問通告してあります。答弁は１問ずつよろしくお願いいたします。 

  １問目、次世代の育成支援について、若い夫婦が安心して子育てができる支援についてお

伺いをいたします。 

  １点目につきましては、今後の取り組みについて。 

  ２点目、子育て支援員について。 

  ３点目、母親が子育てについての悩み等の相談ができ、集える場所は考えていらっしゃい

ますかどうかお尋ねをいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

○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） 定居議員の第１問、次世代の育成支援については３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点目の若い夫婦が安心して子育てができる支援についてお伺いします。今後の取り組み

についてにお答えいたします。 

  施政方針でも述べましたように、町長就任以来、基本方針の中に次世代の育成支援を掲げ

て施策を進めてまいりました。出産祝い金や子ども医療費、不妊治療及び給食費一部の助成の

ほか、放課後児童クラブの開設、ブックスタート事業などを現在まで行っております。 

  本年度は、子ども・子育て支援事業計画策定のための基礎調査を就学前児童と小学生がい

る約950家庭を対象に実施し、計画策定に関して将来需要の予測を行いました。来年度は、調

査結果をもとに計画策定を行い、平成24年８月に成立した子ども・子育て支援法に基づいて、

平成27年度に予定されている新たな施策への準備を行ってまいります。 

  ２点目の子育て支援員についてと３点目の母親が子育てについての悩み等の相談ができ、

集える場所は考えているかについてですが、関連がありますので一括で答弁させていただきま

す。 

  子育て支援に関しては、２月１日付の伊豆新聞に掲載されておりました伊東市でのＮＰＯ

法人による委託事業が行われていることを承知しております。子育てに関する相談相手がいな

い方や子供の成長に関して不安がある等の家庭を訪問して、子供たちと遊びながら親の悩みに



応えていくという内容と伺っております。 

  当町におきましては、以前、子育てに関する相談を行う拠点を設置するため検討を行いま

したが、施設の確保が困難などの理由で断念した経緯がございます。 

  現在、乳児家庭全戸訪問事業として、保健師が新生児等の訪問指導にあわせ相談に応じて

情報提供や助言を行っております。また、地域子育て支援拠点事業として、稲取保育園内に子

育て支援センターを設置して職員３人を配置し、保育園に預けず在宅で子育てを行っている方

の相談、親子での遊び、集団での遊び等の内容になっております。年間約2,000人、１日当た

り10人ほどの利用がございます。 

  今後も、使い勝手のよい運営方法を目指していくとともに利用の促進を図ってまいりたい

と考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） この子育て支援につきましては、町長が就任以来、取り組んでこら

れたことは十分承知しております。また、先ほどの飯田議員も大変子育てに対して心配で質問

をされていますので、１点目につきましては理解をしておりますので答弁は結構です。 

  ２点目、３点目につきましては関連していますので一括で質問させていただきます。 

  先ほど町長から報告がありましたように、稲取保育園で、在宅で子育てをしていらっしゃ

る方たちの相談とか、また遊び、母親とのいろいろな交流を持たれているということで、毎日

10人ほど伺って年間2,000人ということで、誰がそういう相談を受けていらっしゃるのか、稲

取保育園の園長さんであるとか保育士等がそういう相談に乗られているのかどうか、また、内

容については公表はできないと思いますけれども、その１つ１つが解決をされているのかどう

か、それもちょっとお伺いいたします。 

  それと、以前、そういう子育て支援の拠点を探していたがいろいろ折り合いがつかなかっ

たということですが、今現在、空き家とか例えば空き店舗等がたくさんあります。今、家賃等

も大変以前と比べてお安くなっていますし、そういうところがあれば、今の稲取保育園を拠点

にしながら、指導員をそういう空き家とか空き店舗等へ配置していただいて、そこへ気楽に子

育てをしていらっしゃる方たちが相談に行けたり、またそこでいろんな情報交換ですよね、町

とか地域のこととか、またお母さんの悩み等をお話しできるような、気楽に行けるような、そ

ういう拠点があればと思っているんです。 

  それとまた、町長は今、一日町長室とかオープン町長室をやっておられますが、子育てし



ていらっしゃるお母様方たちがそういったところへ出向いていかれるというのはちょっと抵抗

があると思うんです。若者とか企業団体はそういうオープン町長室等へ数人で行かれるという

こともありますけれども、そういうお母さんたちを交えて、１年に一度でも二度でもいいです

から町長がそういうお母さんたちの意見を聞いて、また今後の子育てに反映をさせていただけ

ればと思っておりますので、いかがでしょうか。 

  その３点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） また事務的な内容とかそういうことは担当から説明させます。どれだ

け把握しているかはちょっと疑問ですけれども、その辺は担当から説明させます。 

  今、定居議員から提案されましたことは大変重要なことだと自分自身も考えておりますの

で、これはもうできるだけやっていきたいと、そういう気持ちでございます。 

  と申しますのは、基本的には、壇上でも言いましたが、町がやっているそういう若い親御

さんたち、子供を含めた中の事業があります。そういう事業の中で若いお母さんから、悩みが

あるもので、そういう若いお母さんたちの集える場所を何とか町は探してほしいと言われまし

た。そういう中で、そのときの条件といたしましてはできるだけ買い物に近い場所がいいです

よという中で、ある一定の場所を探して交渉した中で、ちょっと折り合わなかったような現状

でございます。当然、折り合えば町といたしましてもそういう要望がございますものでそれは

やっていきたい。定居議員から提案されました空き家を使ったそういう拠点は大変すばらしい

提案だと思いますので、空き家対策を新年度やりますもので、その中の一環としてこれはやっ

ていきたいと考えております。 

  そういう中で、定居議員から、若いお母さんたちの中に入って話し合うのはどうかという

のは、これはもう町のほうでは既に一回やった経験があります。そういう経験の中で、若いお

母さんたちからの意見でそういう拠点を何とかしてほしいと言われていましたもので、それを

踏まえた経過があります。 

  そういう中で、稲取保育園の若いお母さんたちの中に入っていく、これはもう積極的に、

私はまた若いお母さんたちの意見は聞きたいと考えておりますもので、こっちとのスケジュー

ルが一致すれば当然、積極的に私も行った中で、若いお母さんたちの意見を聞いた中でまちづ

くりを進めていくのは私の本望でございますから、その辺はまた積極的にやっていきたいし、

保育園、また町の事業の中でもそういうことがあります。 

  さっき飯田議員が言ったように、若い人たちが住めるまちづくり、それが定住、また人口



が増えるあれだと思いますもので、定居議員からも同じような提言されましたのでこれは町は

積極的にやっていきたいし、実現に向けて精一杯頑張っていきたい、そういう気持ちでござい

ますのでよろしくお願いします。 

  そういう中で、町のほうにも３人ぐらい、若いお母さんたちの相談に乗っている方がおり

ます。できればこの子育て支援が国の事業を使った中でそういうことができればありがたいな

と考えておりますもので、町民の方にも、ボランティアで３人の方が一生懸命、若いお母さん

たちのためにやっていることだけは理解していただきたいと思います。 

  町といたしましても、若い人たちは宝でございますものでそれは積極的にやっていきたい、

定居議員の提案は積極的にやっていきたいと、そう考えておりますので御理解願いたいと思い

ます。 

  あと、事務的なことは担当から説明させます。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君） 子育て支援センターの関係で御質問いただきましたけれど

も、専属職員を３名配置して行っております。 

  内容につきましては逐一細かくは伺っておりませんけれども、子供の数が少なくなったと

いうことと、核家族化で周りに子供の面倒を見てくれるおじいちゃん、おばあちゃんとかが少

ないということで、やはりベテランのお母さんとかが少なくなった中で、子育てに不安を抱え

ているお母さんたちが行っては先生方に相談して、悩みを打ち明けているところだと思います。

その中で多少なりとも不安の解消に役立てていただいているのではないかなというふうに思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） ただいま前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございます。

空き家等の一つの解消にもなるのではなかろうかなと思って、町が進んでそれに取り組むとい

うことは大変いいことではないかなと思います。 

  今、センターの専属職員が３名いらっしゃっていろいろ相談を受けているということをお

伺いしましたが、在宅で子育てを行っている方で、こういう稲取保育園まで行かれない方とい

うのも多分あると思うんです。町長が先ほどおっしゃったように、伊東のほうでＮＰＯ法人が

在宅でそういう悩んでいらっしゃる方の家庭に訪問をされて、それで悩みを聞いて、また子供



の遊び相手になったりお買い物も一緒に行ったりとかそういう報道もありましたけれども、稲

取保育園へ行かれる方はいいんですよね、子供さんを連れて相談に。それ以外の方もこの町内

にはいらっしゃると思うんです。そういう方たちのためにもやはり広く声をかけて、調査しろ

というのも大変だと思うんですけれども、ある程度は把握はなされていると思うんです、いつ

も行かれる方というのはわかっていますので。そういう行かれない方、１歳とか２歳とかの幼

児を抱えていらっしゃる家庭というのはなかなかそういったところへは出かけられないもので

すから、そういったところへもちょっと声をかけて、もし稲取保育園に来られなかったならば

こちらから出向いていきますけれどもどうですかと、そういう声がけなんかも今後は私は必要

ではないかなと思うんです。 

  それで、町長に最後に申し上げたいのは、安心して子育てができて、この町に住んでよか

ったなと思えるような環境づくりに積極的に取り組んでいただきたいと思います。最後に町長

に一言お願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、定居さんが提案されましたことは自分としてもやりたいライフワ

ークの一つでございますもので、次やらせてもらった場合は積極的に取り組んでいきたい、そ

う考えております。 

  それで、壇上で言いましたが、とりあえず新生児に関しましては保健師が行きましていろ

んなことを相談したり助言しておりますもので、その子が２歳、３歳になれば、またその辺は

把握してあると思いますもので、またアンケート調査をとって、保健師が行くかどうかはあれ

なんですけれどもやっていって、その中で、さっき壇上で言ったようにこれは町の事業でござ

います。若いお母さんたちとの事業がある中で、さっき言われた中で拠点事業、そのときに２

つの条件を出されましたが、安全性があるし、またそのときはなるべく買い物に近い場所がい

いとか、その２つが要望された中で、そういうことをやった中でちょっと折り合いがつかなか

ったのが現状でございます。 

  それで、今度は空き店舗、空き家を利用したときにやっぱり安全とかいろんな面も考慮し

た中で、これは積極的にやっていきたいと考えております。と申しますのは、先般、稲取保育

園で作品展がありました。そのとき、ちょっと見学させてもらった中でたまたま若いお母さん

のそういう悩みを聞いたもので、やっぱりこういう場所は絶対必要だなと再認識したので、こ

れはやっていきたいという決意を述べさせていただきたい、やりたいという強い決意でやって

いきたい、そういう考えでございます。 



  在宅への出張に関しては、当然、今、保健師さんが新生児に関しては行っておりますもの

で、またいろんな面でそういう要望がありましたならばやらせていただく。町としてはとりあ

えずその拠点をつくって、誰でも若いお母さんたちが行ける場所、そういうのをつくっていき

たいと考えております。それは資格だとかそういうのは全然問わないで、自由に行けるそうい

う場所を町はつくりたい、若いお母さんたちのコミュニケーション拠点をつくりたいと考えて

おりますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、ふれあいの森についてを許します。 

  13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） ２問目についてお伺いいたします。 

  １点目、ふれあいの森の管理棟から花の広場へ通じる赤坂２号線への道路点検はされてい

るかどうか。 

  ２点目、ふれあいの森が整備されている中、花の広場のＰＲはどうされているかお伺いい

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） 定居議員の第２問、ふれあいの森については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点目のふれあいの森の管理棟から花の広場へ通じる赤坂２号線の道路点検はされている

かですが、まず稲取ふれあいの森の管理棟前の道路ですが、伊豆東ワイン前から稲取共同墓地

上の交差点までの延長1,279.8メートルを赤坂３号線として町道認定しております。また、御

質問の花の広場とは芝広場のこととお察しいたしますが、町道の途中からふれあいの森の芝広

場を通り町営住宅の下へ通り抜ける道路は、稲取ふれあいの森の管理道路となっております。 

  御質問の道路点検ですが、稲取ふれあいの森の維持管理を年間を通じ業務委託しておりま

すので、その中で施設等の点検を毎月実施しております。施設点検や植栽の管理の際にはこれ

らの道路を通行することから、異常があれば報告することとしております。 

  次に、２点目のふれいあいの森が整備されている中、花の広場のＰＲはですが、この芝広

場は、面積約500平米の中に長さ54メートルのジャンボ滑り台やブランコ等の遊具を有し、町



内はもとより、近隣市町の幼稚園や小学校の遠足等に利用していただいております。町では、

生活環境保全林「稲取ふれあいの森」としてＰＲをしておりますが、具体的には、町のホーム

ページや稲取高原マップへの登載、また静岡県山林協会の機関誌や静岡県森林林業統計要覧、

さらには市販のガイドブックへ情報が掲載されております。 

○議長（鈴木 勉君） 13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） ただいまふれあいの森についての御答弁がありましたが、ふれあい

の森の管理棟から、下の赤坂２号線という通称の道路名があるんですけれども、ここから花の

広場へ行く道路なんですけれども、あそこの道の状態がすごく悪いんです。それで、道も細い

しちょっとがたがたがあったりして、知らない方は道路のほうへ入っていかれると思うんです。

そうすると迷ったりとか、真っすぐおりますと東部総合病院のほうへおりていくものですから、

またそこの道路が大変危険な箇所が何カ所かあるもので、管理棟のすぐ側にわかるような案内

板を、例えばこの道路を通行する場合は危険ですので御注意くださいとか、そういうような文

字をちょっとつくっていただければなと思うんです。 

  それとあと、下へもう少し下がりますと、アスレチックのところを通り越していきますと、

二股に分かれているところがあるんです。東部総合病院へ行くところと花の広場へ行くところ、

そこも案内板がないんです。花の広場と管理棟という小さい案内板が下から上がってくるとき

はあるんですけれども、ただ、上から下ってきたときにはそれがないんです。そうすると真っ

すぐ行ってしまう場合がありますので、そこで車が抜けられなかったりとか例えば車に傷がつ

いたりとか、そういう状況が恐らくあると思うんです。そこの箇所にもわかるような案内板、

下へ通行すると危険ですよとか、花の広場へ抜けるときには花の広場から例えば県道へ出ます

よとか、そういう案内板を設置されれば通行する人に対して大変親切ではないかなと思うんで

す。 

  ただお金をかけて案内板をつくれというのではなくて、今、観推協等がいろんな椅子をつ

くっていただいたり、またそういう案内板をつくっていただいたりしていますので、お願いを

して、できるものだったならばやっていただきたいということ、その要望なんです。ただ道路

をアスファルトにして拡幅しろとかではなくて、やっぱり通る方たちに親切とか安心を与える

ためにそういう看板の設置をしていただければどうかなと思って提案なんですけれども。 

  また、２点目につきましては、花の広場は私も時々お伺いして行っているんですけれども、

大変整備されてきれいなんです。梅の木もありますし、そしてもみじの木も植えられています



ので、今後、町民の方たちが紅葉の時期とかそういうときになれば行かれる方も多いと思うん

です。だから、どんどん町もＰＲして、皆さんにあそこに行っていただいて楽しんでいただけ

ればなと思います。 

  遊具も二、三点あります、大きい滑り台とかブランコとかね。子供さんたちも大変喜ぶと

思うんです。そのＰＲをどんどんしていただいて、またあそこもすばらしいところ、皆さんに

利用していただけるような場所になればなと思って質問させていただきましたので、２点につ

いて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１点、ふれあいの森から赤坂３号線道路と今提案されました。確

かだと。当然、道路管理者としてその辺はある程度整備しなくてはならないことは認識してい

る中で、確かに定居議員の提案はありがたいことでもありますが、道路整備に関しましては相

当な金もかかってくるもので、まず定居議員も案内看板の提案をされました。これは大変いい

ことではないかと思います。これは早急に、当初になったらある程度やっていきたいと思いま

す。これはやります。 

  そういう中で、稲取観推協という、これはボランティアで町としても大変ありがたく思っ

ております。と申しますのは、定居議員が言ったようにクロスカントリーコース内における看

板も、稲取観推協の皆さんのボランティアのおかげであの看板に関しては十分ではないかと考

えておりますもので、これも引き続き稲取観推協さんのボランティアに頼みましてその案内看

板は設置していきたいと考えています。稲取観推協さんには、大変申しわけないですけれども、

ボランティア精神でまちづくりのためにやっていただきたいということはお願いした中でこの

看板は設置していきたい、そう考えております。それで御理解願いたいと思います。 

  次に、芝広場に関しましては本当にこれは大変すばらしいです。二、三年前、緊急雇用の

人たちにさらにもみじを植栽していただきまして、今、定居議員が言ったように大変すばらし

い環境になっております。今、とりあえずふれあいの森の一環、全体の中でやっておりますも

ので、これが単独で芝広場をＰＲできれば、当然、芝広場としてまた皆さん方に啓蒙していき

たいことは十分でございます。稲取ふれあいの森の一環としてやっておりますもんで、これが

芝広場として単独で啓蒙できれば、やっていきたいと考えておるところで、それは検討させて

いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 13番、定居さん。 



（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 「花の広場」と案内板が出ているんです、管理棟のところにね。あ

れも芝の広場だったならばまた訂正を、私も訂正をさせていただきます。そういうふうに案内

板が出ていたものですから、花の広場と思っていたもので申しわけないです。 

  ふれあいの森は26年度であらかた区切りをつけて間伐が終わられるということですので、

こちらのほうも芝の広場とか通行する道路にも目を向けていただいて、町民が楽しんでいただ

ける芝の広場、安心して通行できるそういう道路整備はいいですけれども、看板も一つの整備

になるんですけれども、それに努めていただきたいと思いますので、これで質問は終わらせて

いただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは定居議員には大変失礼いたしました、現場で「花の広場」とあ

ると。すみません、現場を認識していなくて。我々はあそこを芝広場と呼んだもので、「花の

広場」を「芝広場」と言いました。これは定居議員には大変失礼なことをいたしました。おわ

びしたいと思います。 

  そういう中で、ふれあいの森を含めて稲取高原とやっております。これは一段落はしたん

ですけれども、継続した中でもさらに整備していきたいと考えております。そういう中で、今、

アスレチックが大分、芝広場、花の広場、今、壇上では「芝広場」で統一させてもらっており

ますもので芝広場で言わせていただきます。芝広場は、あの近隣の幼稚園の子供たちが来た中

で活用してもらって町としても大変ありがたいし、その中で事故が起きては困るものでその事

故に関しては十分注意した中で、これは当然、自己責任でやっていただきますけれども、でき

るだけ事故は起きないようなことでやっていきたいと考えております。 

  そういう中で、アスレチックが相当くたびれておりますもので、その辺またどのような方

法で、アスレチックをほかのところに移設するとかいろんな面で検討した中で、なるべく金の

かからない方法でアスレチックが再生できる、場所はどこになるのかわかりませんけれども、

そういう方向でまた町といたしましても、あの稲取高原は大変すばらしいので、町民の皆さん

の憩いの場、さらにはよそ町の憩いの場となればうれしいものです。その辺はまた整備してい

きたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、13番、定居さんの一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩します。 



 

休憩 午前１１時３７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。 

  午前に引き続き一般質問を行います。 

  ６番、藤井さんより一般質問で掲示板の使用をしたいという申し出がございましたので、

これを許可いたします。 

 

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

─── 

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、６番、藤井さんの第１問、水道事業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、私は２問通告しておりますが、今般は１問ずつ、一問一答

でお答えいただきたいというふうに思います。 

  第１問には、水道事業についてを承りたいと思います。 

  生活の根本の重要なものである水について、現在は厳しい事業環境にあるということが町

長の施政方針の中でも述べられております。 

  ついては、水の需要低迷が現在言われている中でそういう原因は何か。 

  ２番目に、新たな水源調査の結果は。 

  それから３番目に、今後の水道事業の見通しはどうか。また、料金の値上げ等はあるかど

うかについて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、水道事業については３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点目の水の需要低迷の要因はについてですが、平成25年度の12月末までの使用

水量は前年度と比較しますと16万6,000立方メートルの減となり、使用料金では約2,700万円

の減収となっております。 

  水の需要低迷の要因につきましては、観光宿泊客数が前年度より３万5,000人程度減って

おり、またホテル・旅館の廃業や大手分譲地内の保養所の閉鎖などが使用水量の大幅な減少に

なったものと考えられます。 

  次に、２点目の新たな水源調査の結果はについてですが、水源調査につきましては、24

年度の細野高原周辺の電気探査結果に基づき、熊口水源の南側において試掘調査を実施いたし

ました。口径31センチ、深さ300メートルの井戸掘削を行うものでありますが、昨年８月から

着手し、12月には300メートルの掘削が完了いたしました。１月に入り地下水の揚水試験を行

いましたが、１日当たり100立方メートルにも満たないという非常に悪い結果報告を受けたと

ころでございます。 

  細野高原は新たな水源が確保できる場所として期待しておりましたので、大変残念な結果

となってしまいました。 

  次に、３点目の今後の水道事業の見通しは、また料金の値上げはあるかについてですが、

水道事業費用は電気料金の高騰による動力費の増大が経営を圧迫しております。また、老朽化

による修繕費の増加や４月から始まる消費税増税による負担増などで経営状況はさらに厳しさ

を増すものと予想されます。 

  安全で良質な水道水を安定的に供給するには、経営基盤の強化が不可欠でありますので、

26年度には料金審議会を開催し今後の料金改定を検討してまいり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） 御答弁いただい中で非常にやっぱり重要な問題が含んでいるなという

ふうに思うんですが、これは、現在取水している白田川の水源ですと日量２万トンですか、全

体の大体78％、約８割方をそこから取水しているんだということですが、そこが、今、町長

もおっしゃられたように動力で送水しているということで、非常に電気代等も上がっている。

それから、根本的には人口が減ったり観光客も減ったりしているので水需要が低迷しているん

だというお話かと思います。 



  この前、水道ビジョンとして私どもに示された中では、新たに熱川地区と、それから稲取

は細野高原地区に流下方式といいますか、井戸を掘ってそこから取水してそれを自然の力で流

すんだと、そのほうが動力も要らないし、その点では水道料金の安定化といいますか、水道事

業の円滑化に寄与するということで今やっているんじゃないかと思うんです。 

  現在、一つには熊口水源で進められているわけですが、このボーリングの場所で、先ほど

聞きますと余り芳しくなかったというような話なんですが、奈良本のほうもだめだったんです

よね、実際。奈良本のほうも一つはだめだったというふうな話なんですが、それから稲取のほ

うもちょっと望みがないということでしょうかね。ここの場所はだめで、そうしますと別な場

所でまた引き続きやるということでしょうか。そうしますと、その場所が現在の場所からどの

ぐらい離れているのかとか、どういうところでやるのかとか、そういう場所の問題もあります。 

  それから、井戸を１本掘るということは、これはボーリングですからどういう形状かわか

りませんが、業者さんが示してる図面等々はかなり、一番初めに電気的な水源の探査を行って、

それから、ここはいけそうだなと思うところからボーリングを開始するというふうな説明だっ

たかと思うんです。かなり大がかりな形で入谷のほうでも細野高原でやっていたんですが、写

真で示してあります。それから、その場所については、これは業者さんが出してきた資料なん

ですが、非常に立体的に、どの辺に水があって、ここのところを掘るんだというような形で示

していただいたので自分たちも参考にしているわけなんですが、そうしますと１つの井戸を掘

るのに、例えば温泉だと何千万かかるというようなことがあるかと思うんですが、この事業全

体、新たな井戸、水源を掘削するのに今後どのぐらいの金額を見ているのかということをまず

お尋ねしたいと思います。 

  それから、現在、人口減少もあって非常に水道事業環境は厳しいとおっしゃられるわけで

すけれども、その場合、現在取水してるところのままでいきますと一体いつぐらいまで、現在

の状態ですよ、例えば白田川からの取水なんかは、このままでいくと厳しいということをおっ

しゃっているんですが、現実にはどういう状態なのか。 

  というのは、水道料金は家庭がそれぞれに払っているわけですが、今のところ、うちの町

はそう高いほうではないというのはわかります。それが、今現在の状態のままですとこの料金

がやはり改定されるのではないかというおそれがあるわけですけれども、料金改定に関しては

この前、平成19年にたしか18.8％の値上げをしたかと思うんです。あれからそんなにはたっ

ていないわけで、それがこういうように現実に厳しいと、26年くらいには改定を検討したい

というふうなお話かと思うんですけれども、そうしますと、これはさらにいろいろな原因があ



るんではないかと思うんです。アップせざるを得ないといいますかね。 

  例えばもっともっと切り詰めることはできないのかとか、不用財産である水道の、これは

浄化場を新しい場所につくったといいますか、町が買った百山荘跡地ですか、それなんかに関

してもやはりちょっと水道事業会計の足を引っ張るんではないかというふうに私は思っている

んです。そういうものの売却とかをなるべく進めなくてはならないと思うんですが、その辺の

経過とかも教えていただきたいなというふうに思うんです。そんなところでひとつまたいろい

ろ教えていただきたいと思うんですが。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的に、今の浄水場を改修するとなると、相当な金額がかかること

になる、新たな水道ビジョンの中で各地区に水源を求めましょうということで、今、水源探査

をやっている中で、藤井議員が言ったように今２カ所やった、奈良本と細野高原では大変厳し

い結果が出て、これはいかがなものかという結果が出ました。 

  そういう中で、新たに稲取地区におきまして新年度に、３号井がありますグラウンド、町

営野球場のですね、アニマルキングダムのこっち側のほうで水源探査をやる予定でございます。

と申しますのは、あそこは沢になっていまして水源がちょっと違うんじゃないかという中で、

前回、常任委員会にこの結果を示したときに、細野高原が大変厳しいということはわかってい

たということを言われましたけれども、町といたしましては電気探査をやった中で、電気が通

りやすいところに水があるというそういう専門業者の指摘があったもので、専門業者がここな

ら水が出るんではないかという中で掘削した中で、大変厳しい結果が出たと壇上で言いました。

新年度では、新たに町営グラウンド、野球場のほうで水源探査をする予定でございます。 

  そういう中で、藤井議員が言ったように、維持管理が大変厳しいもので水源探査をやって

おります。町は基本的には、例えば新年度に稲取地区の町営グラウンドができなかった場合、

今度は真剣に現の浄水場の改修、これはもう真剣に視野に入れて考えなければならないかなと

は考えております。そういう中で、稲取が出た場合は、奈良本は出ませんでした。奈良本地区

には違う水源、民間の水なんかがありますもので、それをある程度買ったほうが安いのでは

ないかと考えておりますもので、基本的には、現浄水場の改修ではなくて水道ビジョンで示

されました各地区における水源、この方向でやっていきたいと考えております。この１年間

待った中でまた議会のほうにはお示しをしていきたいと、そういう考えでございます。 

  そういう中で、水道料金はたしか平成19年に18.8％上げました。その審議会の皆さんが

やった中で、そのときに議会の方は60％上げたらいかがですかということも提案された中で、



当時、大分景気も悪いので極力抑えようという中で18.8％という答申を受けてそれでやって

おりますけれども、当時から審議会の中では、将来展望が厳しいのでもっと上げ幅を大きくや

ったらどうかということもありましたことだけは述べさせていただきたいと思います。 

  そういう中で、百山荘の問題、当然そういう不良財産は、不良財産という言い方はおかし

いけれども、処分できる財産はどんどん処分をした中で町民の方にはなるべく経費を抑える形

でやっていかなければと。やっぱり一番危惧しているのは藤井議員が言った百山荘でございま

す。この百山荘はもう売却したくてしようがないんです。こういう経済状況の中でなかなか買

い手がつかないのが現状でございます。いい買い手があれば当然町といたしましては百山荘の

跡地は売却して、水道会計をより安定したそういう方向に持っていきたいと考えております。 

  だから、基本的には今の水道企業会計、水道事業の中で不用な財産は売却する方向で町民

の負担を軽くしたいという考えは藤井議員と同じでございますので、百山荘の売却はもう最優

先のものでございます。これは買い手があれば早急に売って、その百山荘がどうしてかという

のは、これは前町長さんのお考えの中で買った経緯がありますけれども、自分自身の考えでは、

やっぱりあの場所は水を揚げるとかいろいろ動力のことも関係いたします。あそこに浄水場を

建設するとなると時間が今以上にかかりますもので、基本的には私は百山荘はいかがなものか

なという中であの土地は早急に売却したい、そういう方向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。 

  事業費につきましては水道課長から説明します。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） 井戸掘削の費用でございますけれども、25年度に実施いたしま

した費用について申し上げます。本年度の業務内容につきましては、口径31センチで深さが

300メートルの井戸掘削を実施いたしました。この費用につきましては4,095万円ということ

でございます。 

  今後の工事費が幾らぐらいになるのかということでございますけれども、１カ所当たりど

のぐらいの揚水量が出るかによって何本掘るのかということになりますので、一概には今後幾

らかかるかということは言えません。水道ビジョンに今うたわれている量につきましては、稲

取地区が日当たり7,000立方メートル、奈良本地区が8,000立方メートルということになりま

す。これによって、１カ所当たりの揚水量によって何カ所というのが決まってくると思います

が、このような形で、今言えるのは１カ所当たり大体4,000万から5,000万円ぐらいかかると

いうことでございます。 



  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） これは、そうしますと熱川で１つ出なかったと、ボーリングはしたん

ですけれどもちょっと出なかったという話だったんですが、その次に今度、細野高原の下で熊

口水源近くでもボーリングをしたけれども、これは思うような結果が得られなかったと。この

次にまた３号井のそばで候補地に挙げているといいますか、それを検討してるということで、

費用としては１つ4,000万以上の金額がかかるんだという話かと思います。そしてまた、町長

のお話ですと、それがだめであれば逆に今の白田浄水場の取水等々の改修とかそのほかの検討

をするというような構想かと思うんです。 

  しかし、やはり二度だめだったわけですから、今度３号井のところでだめな場合、これは

もちろんやってみなければわからないところはあるでしょうけれども、今までの経過とかその

辺を見ますと、かなり水源探査は専門的な方でやっているわけです、この辺なら出るとか。ま

た、３号井の場合は、現在ですよ、陸上から取水しているわけです。そこからも取水してるわ

けですよね。日量1,300立米ですか、たしか5.1％ぐらいは３号井のところから取水している

わけです。そこにまた地下をボーリングしてくみ上げて、今、課長がおっしゃったように

7,000立米というような水が果たして確保できるのかどうかということです。その辺はきちん

とした費用対効果を図っていかないと次の段階の、水道会計がますます厳しいことになってい

くんではないかと思うんです。 

  お尋ねしますけれども、現在、例えば今回の補正なんかも見ますと、大体年に3,100万立

米ですか、トンですか、一緒ですけれども、それを見ていたところが、これは取水じゃなくて

供給ですね、それが288万だったということで若干下がっていると。これを日量に直しますと、

１日当たり8,493立米だったものを7,890立米、これだけ供給するというような計算がこの補

正予算なんかを見ますと出ているわけです。それに応じて１日603立米、これだけ供給が少な

かったから当然会計のほうにも赤字負担が来ているという内容かと思います。 

  この営業収益だけを見ると、4,770万少なかったと、マイナスだったものですからそれを

補正するというようになっているようです。こんなふうに実際に立てた予算の中で、いわゆる

営業収益等も実際はそれだけ伸びていかないという中で、何とかしなければならないというこ

とで日夜努力されていると思うんです。にもかかわらず、今まで２回ボーリング調査をしたけ

れども、そこの水の出方といいますか、町の望んでいるような量にはほど遠かったということ



で、１つはだめだったし、１つは１日100立米といいますか100トンしか出なかった、そうい

うことでは、現在の地上からとっている１日1,300トンという３号井のところの量にも全然及

ばないということで、これは非常に無駄な出費になるのではないかというふうに思うわけです。 

  ですから、この点で、先ほど百山荘ほかの遊休地といいますか、初めに浄化槽をつくるた

めの場所として買ったものが現実にはそれにも役に立たない、こんなふうにいろいろな無駄み

たいなものが水道会計を圧迫してきているんではないかというふうに思うわけで、新たな水道

事業会計を進めるには苦しい局面を迎えていると。 

  そこで、今後どういうふうな判断をいつの時点でするかわかりませんけれども、前回値上

げしてわずか６年くらいでまた値上げせざるを得ないというふうなことは、これは住民にとり

ましては非常な不安材料でございまして、この４月から消費税も上がる、現在の料金のほかに

さらに水道料金にも消費税は当然かかってくると思うんです。その中で、根本的な水道料金が

上がるということに関しては非常に住民生活を圧迫すると思うので、これに関しては、上げる

なとは言えないまでも、かなりの努力をして、抜本的な改革が必要なんではないかと思うんで

す。 

  それでまた、そこで水力発電を回すなんていうふうなこともなかなか不可能なんですけれ

ども、少しでも努力するという意味では、例えばごみの焼却場ではごみを燃料にして発電する

と。これは別な話ですよ。そういうことで少しでも電気代を浮かすんだというような努力もし

ているという中で、そういうようなことも何か検討できないのかということも一つ伺っておき

たいと思います。 

  それから、送水管自体がかなり老朽化していることもあるんではないかと思うんですけれ

ども、うちの町は、現在は河津町とお互いに何かあったときには送水できるように管をつない

であると思うんです。あと逆に、今度、隣町であれば伊東市のほうにも延ばす計画といいます

か、何かの際にはお互いに水を供給し合うというようなことは考えられないのかどうか。これ

は、平時のときだけじゃなくて災害等々も含めて考えますと現在の態勢でいいのかどうか、こ

の辺も承っておきたいと思います。ひとつ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） 水源調査をやって無駄じゃないかという今御指摘でございますけれど

も、基本的には浄水場を改修すると40億近くかかるんです。それをいかに少なくするかとい

うのをやっているんです。確かにそれは失敗したら無駄かもしれませんが、成功すればその

40億が半分以下、それ以下の金額でいくと町民に対してすごくいいことでございますから、



今回の２本は非常に残念な結果になりましても、基本的には浄水場をやると町民に対する負担

がより金がかかってくるもので、各地区に水源を求めた中でやっていくのが基本的な姿勢でご

ざいます。 

  そういう中で、次の野球場、こっちには水があるということは、専門家からはこっちは多

分大丈夫ですということはもう掘る前から言われております、こちらに関しては。さらに、地

下ですから、幾ら水を掘っても水の量は地下水で変わりませんよと。例えば今３号井で1,300

あった場合、それが500か600、そういうことは絶対ないということは聞いております。あく

まで地下の水源はもう無限でございますから、そこから何本とってもその水源は変わりません

ということは聞いております。これはあくまで地下を流れているもので、そこからとったとし

ても水の量というものは変わりませんので、それは心配ありませんよということは専門家から

私は聞いておりますもので、とりあえずこの新年度、３号井に関しては今まで以上に期待はし

ております。 

  さらに、議員、委員会の中でも、今度の３号井、野球場のは期待は大きいよということも

多少言われておりますもので、新年度に必ずその水源は、今期待している中で、できるだけ浄

水場を改修しないで水道ビジョンに求められているような方向でやっていきたいと考えており

ます。 

  さらに、値上げして６年しかたってない中でまた値上げ、これは本当に町民には負担をか

ける中で、19年度のときに、さっき言ったようにこれからの水道事業、またいろいろな経済

事情を考えれば、50から60ぐらい値上げしてもいいのではないか、そういうことも提案され

ました。議員の方もそういうことを言われた中で、当時の審議会の皆さん方は、一応こういう

状況の中でできるだけ抑えて、水道事業のいろいろな維持経費を抑えるような方向でやってほ

しいという中で今やってきたのが現状でございます。この何年か維持経費に関しては極力抑え

るような形でやっている中で、壇上で言ったように、さらに経済状況が悪化した中で観光客の

減少、さらには廃業とかそういういろいろなことがあった中で、また来年度、これは審議会を

開いた中で基本的には審議会の皆さん方に諮問することでありまして、審議会の方がここでは

だめですよと言えば、幾ら町が上げたくてもそういう審議会の結果が出ればそれは上げないの

が現状でございますので、その辺は藤井議員も理解していただきたいと思います。 

  さらに、隣町の河津町と伊東市との接続、これは河津町との接続は可能であると、現在も

う接続できるような状況になっているんではないかと思います。その辺はちょっと水道課の担

当から説明いたさせます。 



  伊東市に関しましては多分それはないと考えています。当然、水源が違いますとまたいろ

いろの中で、今そういうことを提案された中でそれはちょっと伊東市さんと話をしていく。こ

ちら側だけの事情ではできませんもので、伊東市さんとも話し合いはしている中でそれに関し

てはまたお金もかかってきますもので、いろいろな面の中で総合的に判断した中でやっていき

たいと考えています。河津町さんとはそういう状況にあると思いますが、伊東市さんとはそう

いう状況にないもので、それはちょっと話をさせていただきたいと、そう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。 

  水力発電の電気量に関しましては、この水道に対してやることはなかなか厳しいのではな

いかと自分自身では考えていますが、さらに水力発電を使ったものということで、うちの町は

何回も言っているように水力に関しましては、水の量もありませんし、たしか白田に東電さん

のダムがありますけれども、それしかないので、それ以外に水力発電による発電というものは

厳しいのではないかということは、今、自分の頭の中では認識しておりますもので、水力に関

する発電ということは、ちょっとうちの町では考えられないのかなとは考えていますけれども、

これもまた専門家に聞いた中でそういう場所があればそれはまた検討していきたい、そう考え

ております。 

  あとは担当課長より説明させます。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） 給水の相互利用の関係でございますけれども、今、町長が申し上

げましたとおり、河津町のほうとは水道管がつながっておりますので、これは有事のときだけ

使えるということでございます。一般のときには使用はしておりません。 

  それから、伊東市とは、この辺の相互利用の関係は今まで協議はなされておりません。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、観光振興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問についてなんですが、先日、東駿河湾環状道路の三

島塚原と函南塚本の間が接続しまして、２月11日につながったということで、町長とか皆さ

んも開通式に行っていらっしゃったんじゃないかと、大きく報道されております。 

  また、連日、いろいろな形でこの経済効果等々も報道されているので皆さんも熟知されて

いることではないかと思います。やはり我が町にとっては久しぶりに朗報といいますか、いい



ことではないかなというふうに思いますので、それについていろいろお尋ねしたいなというふ

うに思っております。 

  一つには、我が町に対しての観光の動態、いわゆるどういう形態になり得るか、あるいは

変化があるのかないのか、そういった観点についてちょっとお尋ねします。 

  それから、受け入れ態勢として、駐車場とか案内看板等々、そういったものを整備してい

るのかどうか、あるいはする考えはおありかどうか。 

  それから、観光客がどっと急激に来るとも思えませんけれども、今よりはちょっとルート

が、こちらの東海岸だけではなくて東名をおりてから真っすぐ天城の近くまで来られるという

ことで、かなり利便性が高まるのではないかということが考えられるので、その場合の施設と

して、例えば立ち寄り湯のような温泉施設等も整備されてはどうかということに関してお考え

をお伺いします。 

  それから、東名から来まして、その環状道路はつながったんですけれども、その先の伊豆

中央道と修善寺道路はまだ有料化されているわけですね。道はつながっているけれども、実際

はお金を取られるということに関して、これは無料化をやっぱり要望していくべきではないか

と、こういった観点でお尋ねしたいと思いますので、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、観光振興については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。 

  まず、１点目の我が町の観光動態に影響はについてですが、御案内のとおり２月11日か

ら東駿河湾環状道路が供用を開始し、伊豆中央道・修善寺道路に接続したことで、東名、新東

名両高速道路から伊豆市の天城北道路大平インターチェンジまで広域な道路ネットワークが形

成され、玄関口と伊豆半島への車の移動時間は大幅に短縮されることから、観光客の増加や地

域の発展に期待を寄せる声が上がっております。 

  さらに、本年６月には、東名・中央・関越自動車道が圏央道でつながることで利便性が向

上し、これまで少なかった北関東の茨城、栃木、群馬、さらに埼玉方面からの観光客の増加に

つながるものと期待しております。 

  当町の観光動態への影響につきましては、東伊豆町観光振興計画の作成に当たり事前に実

施した非来訪者調査によれば、「東伊豆町に改善してほしいこと」の一番に「道路渋滞・混雑



の解消」が挙げられていることから、今回の東駿河湾環状道路の開通は当町の観光にとりまし

て絶好のチャンスと捉え、今後は、東伊豆エリアまでどうつなげていくかが大きなポイントで

あると考えております。 

  また、この機会に伊豆が一つになり、伊豆半島全体で地域の魅力を醸成し、情報発信して

いくことが大事だと考えております。 

  次に、２点目の受け入れ態勢として駐車場や案内看板などの整備はについてですが、現在、

東伊豆管内の国道沿いに町が設置してある案内看板は、町内６温泉郷の歓迎看板や稲取高原、

奈良本けやき公園等があります。 

  さらに、細野高原につきましては、一昨年、観光施設整備事業により、国道沿いの上下線

２カ所に伊豆半島内で初となる、ジオパークのシンボルマークの一つであるピクトグラムを使

用した案内看板を設置いたしました。屋外広告地に対する県の設置許可基準は大変厳しいもの

となっておりますので、町単独で他の市町へ設置することは困難であり、今回の環状道の開通

を機会に伊豆半島の関係市町全体で取り組んでまいりたいと考えております。 

  また、駐車場につきましては、細野高原のように新たに観光施設として整備を図る場合に

は必要に応じて設置しているところでありますが、さらに町の観光協会では、現在、マイカー

等での来遊客の受け入れ態勢の充実を図るため、観光案内図に駐車場表示ができるように調査

を行い、作成に向けて準備を進めております。 

  いずれにいたしましても、観光地における駐車場や案内看板等の充実につきましては極め

て重要であると認識しております。 

  次に、３点目の町営温泉（立ち寄り湯）を設置してはについてですが、平成24年３月及

び12月定例会において、内山議員から観光資源としての共同浴場や露天風呂などの設置に関

する考えはあるかとの質問にお答えしたとおり、近隣市町を初め全国各地の日帰り温泉施設の

経営状況は大変厳しい環境にあるとの認識を持っており、新たな施設整備を図ることは考えて

おりませんので、御理解をお願いいたします。 

  次に、４点目の伊豆中央道・修善寺道路、伊豆スカイラインの無料化を求めるべきではに

ついてですが、伊豆半島の関係市町が連携して今回の開通に合わせた無料化に取り組んでまい

りましたが、早期無料化した場合は伊豆中央道・修善寺道路に係る道路建設財源の未償還金を

県が肩がわりすることになるため、県の道路財源が不足し、伊豆半島への道路整備がさらにお

くれることが懸念されます。 

  そのような状況の中、県の道路公社によれば、当初の計画では伊豆中央道は本年４月、修



善寺道路は平成38年８月に無料化の予定でしたが、昨年12月３日付で国交省の許可を受け、

伊豆中央道と修善寺道路の合併採算制を導入して両道路の経営を一体化し、平成36年度に同

時無料開放を実施すると公表いたしました。 

  また、伊豆スカイライン無料化につきましては大変難しいことと考えておりますが、低迷

する伊豆地域の観光再生への大きな起爆剤として期待が寄せられていることから、今後も引き

続き関係市町との連携により検討を重ねるとともに、観光協会や議会の皆様の協力のもとで

国・県への要望活動を実施してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○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） 御丁寧な御答弁をいただいたわけですけれども、私は、これに関して

は非常に喜ばしいということで、各市町、それからこの町の中においても観光業者さんを初め

皆さん何らかの形の取り組みをしているのではないかと思うんです。今いただいたわけですけ

れども、埼玉地区の圏央道といいますかそういったものも東名とつながると、またこれが逆に

東名を通って埼玉のほうまで高速で行けるんではないかという期待がかかって、非常に利便性

が高まるということが、今、町長からも報告があったんですけれども、これも含めまして、伊

豆に入ってくる人口がかなり多くなるのではないかというふうに期待されるわけです。 

  ただ、その受け入れ態勢としまして、旧態依然としたままで、そのままでいきますと逆に

よその市町さんがかなり力を入れて、手ぐすねを引いて待っているといいますか、いろいろな

事業を考えているようですので、中には例えば沿線にビール工場をつくるだとか、もう少し先

取りしましてフラワーパークですか、そういったものをつくったりしているようなこともござ

います。 

  一つには、歓迎看板は、なかなか我が町だけの看板を他町に立てるのは難しいというふう

なお話でもございましたけれども、これはぜひ他の町とも連携して、東伊豆町はこの辺だとか、

あと何分で着けるとかいうようなことも含めてぜひ案内しておいてほしいと。 

  それから、駐車場の件に関しては、私も前に質問したことがあると思うんですけれども、

例えば熱川の海水浴場に来まして、なかなかあの辺も駐車場がなくてずっと道路にとめておい

て、いわば駐車違反の紙なんかが張られているのを見たことがあるわけです。そうしますと、

観光地に来て駐車違反で捕まるなんていうのは本当に気の毒といいますか、そういう点も含め

まして、駐車場の整備はやっぱり急がれたほうがいいんではないかなというふうに痛感します。 

  また、逆によその町、富士五湖周辺の観光地にたまに行ったりしますと、例えば河口湖で



も山中湖でもそうなんですが、あの湖のそばは全部ほぼ無料の駐車場が、大体どこにとめても

いいというふうな形になっているんです。そういうようなことがあると、やはり車で来た方あ

るいはバスの方も含めて行きやすいなということになると思うので、こういう時代にはやはり

根本的に考えて、ぜひ何とか町有地、あるいは民有地、あるいは県有地等々も含めて、駐車場

の拡張等々はお願いしておきたいなと思います。 

  それから、看板に関して、先ほど定居議員もちょっと言っていましたけれども、大きな看

板だけあるいは先ほど言った高速道路沿いの看板ということだけではなくて、町中の看板です

よ。今まで来たことがないような方も来るとすれば、この町にまだまだ不案内のところがいっ

ぱいあるわけで、例えばそこのずっと東のほうの浜の湯さんから赤尾さんを通って上に上がる

道がございますね。どんつく通りのほうに抜けられるわけです、実際は。ところが、あそこを

意外と観光の方が歩いていらっしゃるんですよね。この前、私もたまたま通りましたら、そこ

のところにいた方から、ここに看板がなくて、この道は行けるんですかとかというふうにしょ

っちゅう農作業をやっていると聞かれるというふうなことをおっしゃっていました。ですから、

できればここのところに小さい看板でもいいから、こちらからどんつく通りなり旅館街に抜け

られますよとかいうふうに書いておいてくださると、助かるんだけどと。 

  それは私が別に思いついたんじゃなくて現に要望されましたものですから、一応、観光商

工課のほうにもちょっと伝えておいたんですけれども、なかなかこれは小回りがきかないのか

なと。雛のつるし飾りといいますか、こういう期間中に間に合うようにと思ったんですが、ち

ょっと間に合わなくて、この辺は、さっきの芝の広場ですか、そちらの看板等々も含めてもう

少しきめの細かい、しかも即応した形でぜひ看板等々も増やしてほしいと思います。 

  それから、立ち寄り湯に関しては、私も内山議員が質問したのも存じておりますけれども、

やはりぜひ検討してほしいなと思うのは、これといった大きな施設というのはなかなか難しい

と思うんですけれども、私は、海岸端にというこの前の提案じゃなくて逆に、むしろ海岸のそ

ばですといろいろこの先、震災等々でも怖かったりしますので、そういうところではなくても

う少し高いところにつくられてはどうかなと。例えばアスド会館のすぐそばには現実に町営で

施設もあります。温泉も来ているわけです。絶景のロケーションもありますので、そういった

ところにつくるにはそんなにたくさんの金額はかからないのではないかというふうに思ってい

るわけです。隣町にこちらから入っていきますと、ＤＨＣさん、民間のお風呂ですけれども、

非常な繁栄を見ているということを見ましても、やはり一つの大きな施設なんではないかと思

うんです。 



  これは、町長、どうでしょうか。今は町の中に銭湯ももうなくなっているわけですよね。

その中で、町民に対するサービスでもあるし、わざわざ自分たちの町から、隣町の河津町さん

のほうの温泉に半額で入れてもらうというふうなことを今現在やっているわけですけれども、

それも含めまして、やはりここは温泉の町でもあり有名な温泉地でもあるわけですから、さっ

き言った民間のＤＨＣさんに負けないような温泉やらプール等々を含めた施設を何とかつくっ

て、あそこに行けばいい湯に入れるよと、すばらしい施設があるよというふうなこともやらな

いと、ますます観光も低迷していくんじゃないかなというふうに危惧するわけです。 

  個々にはいろいろ政策は打てると思うんですけれども、小さく政策をやっていくのも結構

ですけれども、キャラバンであるとかいろんなイベントをちょくちょく組むわけですけれども、

それだけでは逆に印象が薄いといいますか、あるいは今どきは花火などではなかなか誘客もで

きないんではないかと思うわけです。 

  そういう点から考えまして、必ずしも立ち寄り湯が100％成功するかというと大変だとい

うこともわかりますけれども、実際上、温泉施設が現実にあるようなところにそういうものを

考えて、観光施設を少し増やしていくと住民サービスにもなるというふうなことをぜひ検討し

ていただきたいなと思います。経済が厳しいということでこの前もお答えいただいたようです

けれども、それだからこそちょっと先を読んだ形で、町に何らかの施設がもっともっとあって

いいのではないかというふうに思いますので、お願いしておきたいと思います。 

  それから、道路の話なんですが、それで特定しますと、伊豆中央道と修善寺道路はまだ無

料化されていないわけですね。先に行って、２つ合わせて36年に無料化するという話でござ

いますが、36年というと随分先だなという気がするわけです。１回通るごとに現在は400円で

すか、乗用車の場合、払うような状態になっております。これに関しては、せっかく東駿河湾

環状道路は無料になって来られるわけです。そこのところをこっちまで来まして先で有料とい

うのはまことに残念で、利用価値もちょっと落ちるんではないかなという気がしますけれども、

利用は非常に伸びているそうです。今朝の伊豆新聞なんかを見ますと、今までよりも80％く

らい利用台数が増えたというような、あるいは８割の方が便利だというふうに言っている。時

間も短縮されているということで非常に利便性が高まっているわけですけれども、そこのとこ

ろは有料で、幾らかでもない金をまた出して２回とまって払っていくわけですよね。そうする

と、その点も観光客には非常にマイナスではないかと。 

  かつて、伊豆半島に幾つか料金所がありまして、それを何とか撤廃してほしいというふう

にたくさんの方が署名してそれをなくしたような経過がございます。今まさにこの新しい道路



が来て伊豆に近づいてきているのに、最後にわずか400円ばかり取るというのはまことに残念

だなと思いますので、これはひとつ県に要望すると同時に町のほうでも業者さんに言って、少

しキャッシュバックをしてはどうかというような形でちょっと考えてもらうような方向を観光

業者さん等にも打ち出したらどうかと思うんです。以前、スカイラインのキャッシュバックみ

たいなことをやりましたね。そういったふうなことも検討されてはどうかというふうに思いま

すので、ちょっとその辺、検討いただきたいなと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 答弁漏れがありましたら御指摘願いたいと思います。 

  まず、東駿河湾環状道路は町としても大変期待しております。壇上でも述べましたように、

圏央道と東名、伊豆縦貫道まで一本化したので大幅に時間が短縮されますし、今までは首都圏

が主なあれでしたが、今度は圏央道による茨城、栃木、群馬、さらに埼玉方面も誘客の対象に

なりますもので大変町としてもありがたいし、新年度に小規模旅館の方たちが、新たなマップ

をつくりましてそちらのほうにキャラバンに行くということを伺っておりますもので、それだ

け町といたしましてもそこの縦貫道、駿河湾環状道路に大変期待していることだけは理解して

もらいたい。 

  さらに、案内看板に関しましては、今言ったように町単独でほかのところに立てることは

大変厳しいもので、６市６町、伊豆半島全体の中で、今言ったように東伊豆町はここから何キ

ロメートルと、それはやっていきたいと考えておりますので御理解願いたいと思います。 

  次に、駐車場、また案内看板、これは町内、町なかのことで、既に町は去年から景観づく

り会議というものを開催しております。そういう中で、先般、この景観会議の中でやっぱり看

板、さらには駐車場がないと。と申しますのは、雛のつるし飾りまつり中にお客さんが駅前に

来たけれども車がとめられないと、そういうのがあった中で、とりあえずあの駅前通りに何と

か駐車場がないかと。やっぱり敷地がないわけですよね。敷地を確保するのがまず第一でござ

いますもので、そういうことはもう既に景観づくり会議の中で委員の皆さんと、検討している

ことだけは藤井議員も承知していただきたい。言ったように、この町内における案内看板、ま

た駐車場がなければ観光客が町を歩くということができませんもので、これは既に景観づくり

会議の中でもう検討をしているということで御理解願いたいと思います。 

  次に、立ち寄り湯は、内山議員から二、三回質問をいただいた中で、やっぱりいろいろ景

気的な問題を考えて、これが海であろうと山であろうと考えは変わりませんもので、今のとこ

ろ立ち寄り湯に関しましては町はつくることは考えておりません。何回も言っているように、



つくるのは簡単でございますけれども、後の維持経費を考えた中で、河津町におきましては今

井浜を閉鎖しました。踊り子会館と今井浜の２館あった中で、１館は経営状態が厳しいという

中で踊り子会館だけでやっています。 

  これは町営でやりますと大変財政を圧迫する中で、なかなか経営感覚に乏しいものに尽き

る。乏しいという言い方はおかしいですけれども、確かに赤沢温泉は、私、毎日行っておりま

すけれども大変にぎわっております。と申しますのは、これは民間の中でいろいろなことを考

えた中で、いかにお金をもうけるかというそういう考えの中でやっています。赤沢温泉が確か

にもう大変なにぎわいを見ているのは、私も藤井議員と同じで感じておるところでございます。

これが町営となるとなかなかそこまでできないものですね。今のところは、立ち寄り湯に関し

ましては町は考えていない、それだけは御理解願いたいと思います。 

  次に、４点目の中央道の無料化、これは藤井議員が言ったように、最初は伊豆半島の首長

さんたちはみんなあそこの無料化を願ったんです。そういう中で、全ての首長さんが県に無料

化をお願いに行きました。対応していただいたのは副知事でございます。副知事が、あなた方、

無料化はいいですけれども、無料化をすることによって伊豆半島全体に県はお金を、お金を上

げられませんという言い方はおかしいですけれども、整備がおくれますよということを言われ

ました。 

  そういう中で、伊豆半島全体の首長はそれでは困るという中で、最初に言ったように、本

年４月の伊豆中央道無料化、そして平成38年８月の無料化、これで首長さんたちはある程度

理解したという言い方はおかしいですけれども、やっぱりそれなりの県からの予算がなければ

伊豆半島はだめになりますもので、これである程度納得したというのが現状でございます。 

  しかしながら、それ以後、伊豆中央道・修善寺道路を持っております２市１町の首長さん

たちが、壇上で言ったように12月に合併採算制ということで、平成36年度に同時無料化とい

うことで納得しておりますもので、東伊豆町は無料化が望ましいですけれども、やっぱりまち

づくりという観点がありますと、２市１町の首長さんたちがまちづくりの中で平成36年に同

時無料化である程度理解している中でもうこれ以上のことは言えませんもので、伊豆中央道・

修善寺道路に関しましてはあくまでも平成36年度の同時無料化、この方向でいくしかないの

かなということは私自身は感じております。 

  しかしながら、スカイラインに関しましては、引き続き無料化をやれば大変うちの町もメ

リットがありましてできますもので、スカイラインの無料化はまだまだこれは引き続きやって

いきたい、そういう考えでございます。 



  通行料のキャッシュバックに関しましては、これは県がやったと同時にうちの町もやりま

したもので、町独自でやるというのはなかなか厳しいと考えております。県がやればそれは町

も考えれいきますけれども、町独自のキャッシュバックということは今のところ頭の中にはあ

りません。またいろいろな面でメリット、いろいろなところからそういう要望があればまたそ

れは検討していきますけれども、今の状況ではキャッシュバックは考えておりませんというの

が現状でございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 答弁漏れ、看板の話、町内における考え方。 

○町長（太田長八君） 景観づくり会議の中で案内看板と駐車場に関しては、検討しておりま

すと答弁したつもりでございますけれども。 

○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） これは非常にいいことなので、私も、なるべく町が即応して、いろい

ろな形でこのチャンスに誘客に向けて活発な動きをされたほうがいいんではないかというふう

な思いで述べているわけなんです。 

  今るるお答えいただいたわけですけれども、例えば立ち寄り湯というのは、これはだめだ

というふうに頭から言われてしまうと立つ瀬がないんですけれども、一番お金がかかるのはや

っぱり温泉なんですね。これは町営ではどうかというふうに言って、隣町の河津さんも１つや

めたよというふうにおっしゃっていますけれども、聞きますと、あそこの場所には今度やはり

温泉施設が建って区営でやるようだという話でございます。ですから、必ずしも全部、町で抱

える公設、町営というふうな形でなくても、委託するとか何らかの形でそういうことも可能で

はないかと思うんです。 

  繰り返しますけれども、町の中に銭湯がなくなって、現実にはある程度、旅館さんが初め

はやってくれていたんです、何カ月か。そこももう終わりなわけで、そうすると具体的にお風

呂はではどこへ行くんだということになるわけで、そういった住民福祉の観点からもあるいは

住民サービスの点からもやっぱり検討したほうがいいんじゃないかということです。お金がな

い、財政が厳しいというのは町長がおっしゃるからよくわかりますけれども、それはそれとし

て、一つ政策として長期のビジョンで我が町に、町長もそういうふうにおっしゃるように、赤

沢温泉のようなすばらしいものがあれば一つ、今度新しく道路が引けてこの辺も活発化したと

いうようなイメージになるんではないかと思うので、だめだというふうに頭ごなしにおっしゃ



るんではなくて、ちょっと長期的なビジョンで見ていってもらいたいなというふうに思います。 

  また、伊豆中央道と修善寺道路の無料化に関しては、これは議会からも以前に要望してい

る経過がございます。そういったことで、ぜひ行政ともタイアップして、議会からもまた要望

を出すなりして、余り納得してしまわないで、やはり伊豆の経済低迷に関してはまだまだてこ

入れが必要なんではないかということで、今、ジオパークであるとかエコツーリズムとかとい

うことで、観光が隆盛してくるにはこの道路開通が一つの起爆剤になるのではないかと思うの

で、そういう意味でも強く要望していってほしいということでひとつよろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、立ち寄り湯に関しましては、前段に内山議員さんがもう２回ぐ

らい質問している中でやりませんよと言ったわけで、今回、考えておりませんと言いました。

しかしながら、内山議員さんのときに前回言ったように、施設をつくるのは簡単です。しかし、

その後の維持管理をどこがやるか、その維持管理をやるところが出てくれば町がその施設をつ

くるのは簡単でございますので、つくってもいいですということは内山議員のときにもう言っ

ておりますもので、そういう中で今回また藤井議員からこういう質問がありましたもので、先

般の内山議員の質問がもう頭の中に入っていると考えておりますもので、今、町は考えており

ませんということを言ったことは御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、やっぱり町といたしても、何か一つそういうハード的なもので町へ引き寄

せる施設が欲しいことは欲しいんです。しかし、それが果たして温泉か何かということは、こ

れはまたいろいろ検討しなければならない問題でございますので、何か欲しいということは自

分自身も考えている中で、これはまた引き続き考えていきたい、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。 

  次に、道路の関係でございます。これは再三言ったように、はっきりとそのとき、議事録

に残っても構いません、副知事に怒られました。首長さんたち、あなたたちは何を考えている

んですかと。無料化するのは簡単ですけれども、これを無料化したら伊豆半島に関してはもう

予算はほとんどいきませんよと、整備はできませんよとはっきり言われました。６市６町もそ

のときは本当に憤慨いたしました。憤慨した中でも、県がそういう考えの中で、県とけんかし

てまでも無料化をやることは果たして伊豆全体にとっていいことかどうかということを判断し

た中で、当然、議会のほうからもこの中央道・修善寺道路の無料化をやってほしいというのは

わかっている中で、伊豆半島の首長が全員で行った中、副知事からそういう諫言を受けたもの



で、そういう中で、さっき壇上で言ったように２段階でそれでは無料化するという方向でいき

ました。 

  しかしながら、今度、２市１町の方たちが時間差の無料化より一本化の無料化のほうがい

いという中で、２市１町さんがある程度理解した中でそういうまちづくりをやっていく中で、

我々がさらに無料化すると再三再四言った中で、また県からお小言をもらった中でやることは

いかがなものかと考えてもおりますもので、今現在に関しましては、中央道・修善寺道路、確

かに無料化はありがたいことですけれども、町行政が積極的に無料化することは今考えており

ませんので、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） 以上で藤井さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、２時15分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０３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。 

 

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

─── 

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、５番、村木さんの第１問、消費税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） 私は今議会で２問通告をしてございます。答弁につきましては一問一

答にてお願いをいたします。 

  消費税のことですので直接、町には関係がございませんが、住民の方に聞かれまして、水

道料金が上がると、３％消費税が上がるのと料金そのものが上がるのと勘違いをしている方も

いるのかなというような観点でこの質問をさせていただきました。 



  １点目、使用料等において消費税で影響があるものは何か伺います。 

  そして２点目は、教育委員会関係についてはどうか伺います。 

  以上、２点についてよろしく御答弁をお願いいたします。 

○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） 村木議員の第１問、消費税については２点からの質問となっておりま

すが、１点目につきましては私のほうから答弁し、２点目につきましては教育長から答弁させ

ますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、１点目の使用料等において消費税で影響のあるものは何か伺いますについてですが、

行政的には、住民の皆様に影響を来す使用料につきましては、庁舎使用料、駐車場使用料、水

道料金などが考えられますが、町営住宅の使用料や道路・河川使用料、唐沢の汚水施設使用料

などは基本的には対象外となります。また、手数料であります戸籍関係証明や税務関係証明な

どにつきましても非課税扱いとなっております。 

  町では、４月からの消費税増税に伴います使用料に関しましては、住民の皆様への御負担

を考慮し料金改定を見送ることといたしております。 

  しかしながら、自治省の自治行政局からは、公の施設の使用料・利用料金等の対応につい

て、消費税は消費者が最終的な負担者となることを予定した間接税であることを踏まえ、円滑

かつ適正に転嫁されるよう使用料の改定に係る条例改正等の措置を講じられたいとしておりま

す。 

  町といたしましては、これらを踏まえ、消費税が10％に増税予定とされております27年

10月には、現在の使用料・手数料の料金につきましては抜本的に見直しを図ってまいりたい

と考えており、新年度に入りましたら、他の自治体を参考に住民の負担に配慮しながら進めて

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） 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、２点目、教育委員会関係についてはどうかについてお答

えいたします。 

  料金改定の考えにつきましては町長の答弁にございましたので、消費税の値上がりで関係

してくる教育委員会関係の使用料等についてお答えいたします。 



  社会教育関係では、町立体育センターと総合グラウンド、これには野球場と多目的グラウ

ンドがございます。学校施設として体育館と運動場、その他に学校給食費が対象となります。 

  なお、幼稚園の保育料と預かり保育料につきましては非課税扱いとなっております。 

  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） 使用料関係はかなり課税対象になっているものがあるのかなという気

はいたします。そして、ここいらにつきまして事前にもう少し、特に給食費等は町でも補助を

出していることですし、水道料金などもそうなんですけれども、上がるものについて、そうい

うものを広報等できちんと早目に住民に知らしめたほうが、値上げと勘違いしている部分とい

うのがかなり住民の方にあるのかなと。こういうものにも消費税がかかるんですよということ

はやはり周知させると。その周知のさせ方についても、もう２月ですからあと１カ月、事前に

やはり広報等に掲載して、その消費税に絡むものを一覧で周知させていくとかそういうふうに

していきませんと、当然、先ほどの水道料金の改定とかいろいろなものがこれから審議会等が

開かれて上がるんでしょうけれども、やはりそういうものとごちゃごちゃになってくると住民

としては非常に、また上げるのかという話になってきますので、これは値上げではなくて消費

税の増税分ですということをきちんと明確にお示しをしてやるという、やはりそれのほうが親

切ではないだろうかという気がいたします。 

  したがいまして、私は今回こういった内容で質問をしましたが、これらにつきましても、

やはり免税点というものは今でもあるわけですね。当然、障害者とかそういったものもあるの

かなという気はするんですけれども、そういうものはないですかね、グラウンドとかの使用料

などについて。利用料そのものを減免していけば消費税も当然なくなってくるわけなんだけれ

ども、そういうものもあると思うんです。そういったものはそういったものでまた別途きちん

と周知してもらえればいいわけなんですけれども。 

  今、庁舎を貸すといっても余り貸す場所もないですよね。そういった中で、庁舎の利用料

なども物によっては非課税になったりするものもあるのか。それは結構ですけれども、そうい

ったものをやはりきちんと公の場で大きく周知をしていくということが必要なんだろうという

気がいたします。 

  私が心配だったのは、給食費なんかもどうなのかなと思ったら、やはり給食費というのは

消費税が当然原材料費にかかってくるので、これらについては課税していくということですね。



私はかかっていなくて現料金の中で対応していくのかなと思いましたけれども、当然、上がっ

てくるわけですから、それについて親御さんの負担が増えてくると。それについて、町長は補

助金等、そういったものをアップさせるという考え方はあるのかないのか、その辺についても

お伺いをいたします。 

  この２点ぐらい。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、村木議員から大変いいことを提案されました。と申しますのは、

今回、消費税を転嫁しないもので、壇上で言ったように８％ではなくて10％のときにやると

いう中で、どういうものに消費税がかかってきて、どういうものがかからないかということを

町民の皆さんに知ってもらうためには、村木議員が言ったことはやらせていただきたいと思い

ます。 

  それは３月がいいのか、これは必ず広報か何かで、その辺は町民にどういうものに消費税

がかかってくるか知らしめたいと。今回は一応８％の消費税をかけない中で今までどおりやっ

ていく中で、町民の皆さんに負担がかからないという中でそういうことをしなかった中で、村

木議員から大変いい提案をされました。これは10％になるときはやるつもりでおりますもの

で、そのときは広報か何かで必ず知らしめていきたいと考えております。 

  さらに、給食費のことは詳しいことは教育関係から答弁させますが、消費税が上がること

によって給食費の補助はという中で、給食費の補助の値上げは、今は500円をやっていますけ

れども、この500円は変えるつもりはございません。消費税が上がったからでは補助率も上げ

ようかということは今考えておりませんもので、500円は500円、今はそういう考えでござい

ますので御理解願いと思います。 

  あとは、教育関係は教育長に答弁させます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 給食費にかかわることですけれども、まず町長さんのお考えの中で、

国のほうから来年度８％、再来年度10％に上がっていくということでもう先が見えている中

で毎年値上げしていくのも、値上げされるほうがつらいだろうから26年度は値上げを我慢し

て、27年度に10％を見据えて値上げをしていくということをいろいろな使用料の中でも言わ

れていましたので、給食費についてもそれに準じていこうかなということで思っておりました。 

  実は昨日、給食運営委員会というのがございまして、各学校のＰＴＡ会長さんとか校長さ



んとか、あと有識者が入っておりますけれども、その話の中で、２年間にわたって値上げとい

うのはちょっと親にとって聞いた部分がよくないかなと。それよりも26年度は我慢して27年

度にという方向をその運営委員会に出したんですけれども、値上げをしないでどうするんだと

いう話で、26年度には今の料金では運営できませんものですから、弁当の日を増やして給食

の回数を減らして、それで現状のお金で運営していくと、そういう苦肉の策を考えておりまし

た。 

  ところが、ＰＴＡ代表のほうから、お弁当の日が増えるというのはつくる親にとって非常

につらいと。試算しましたら、11回弁当の日を増やさないと消費税アップに対応できないん

ですね。現状は、少ない学校で10回、11回ぐらい、多い学校ですと十五、六回のお弁当の日

があるんです、年間の中に。それにさらに11回弁当の日を増やさないと消費税アップにたえ

られないと。そうすると20数回、多い学校では年間30回のお弁当の日ができてしまうと。そ

うするとつくる親はとてもつらい、それよりも二、三百円上がる、お金を余計に払っても給食

をやってもらったほうがいいというような陰の声が大分あるという、そういうお話が昨日あり

ました。 

  そこで、じゃ待てよ、回数を減らして料金はそのままでやりますよと余り言ってしまって

はまずいのかなと。では少し親の意見をはっきりアンケートをとってみようかということに急

遽、昨日の夕方、校長さんたちと相談をしまして、とりあえず緊急にアンケートをとらせてい

ただくと。中身は、料金据え置きでお弁当の日をさらに11回増やすと、もう１点は、給食回

数はそのままで料金を値上げさせてもらうと。その値上げの部分も、実は一遍に２年分の

10％を見越して上げてしまうのか、いや、今年は８％になるんだから８％にたえられる値上

げ、さらに、あと２％増えて10％になる部分をもう１年先にまた値上げ、その辺はどうなの

かなということも校長会の中でいろいろ話し合ったんですけれども、26年度に10％にたえ得

る値上げをしてしまうと実は中学３年生が卒業してしまうんですね。卒業してしまう生徒から

少し余計に取ってしまうというのはまずいだろうという、その辺はきめ細かい値上げをしてい

かなければいけなんではないかなという意見も出まして、そんなことを含めて今アンケート調

査を急に準備しておりまして、近々やる予定でおります。 

  その結果によって、親の気持ちを尊重しながらどういうふうにしていくかということを考

えていきたいと、そういうふうに今対策を練っております。 

○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） 町のほうには、27年度にもし10％にならなかった場合は、その点に

ついて１点お伺いをしておきます。 

  給食のほうは、非常にきめ細かに対応していかなければならないと、一気に10％にすれ

ば卒業生が、特に中学３年生の方が払い過ぎの感になるというようなことでございます。やは

りこれらもきめ細かく、今アンケート等を当然とってもらって、それらで父兄の負担される方

の御意見というのを、運営委員会ではなくてそういった方の生の声を聞いてそれらを反映させ

てもらうということが一番肝要だろうなという気がいたします。 

  そしてまた、10％に上がるというのがまだ不確定要素もありますので、その辺が非常に

給食では難しいんだろうなという気がしますので、とりあえず３％なら３％でいって、なった

ときには、その中で泳げるかどうかわかりませんけれども、またその中で対応したり、そうい

う部分が出てくるのかなという気はしますけれども、それはそのときにまた現実の対応をして

いただければと。 

  やはり一方的にやっていくというほうが非常に難しいのかなという気がしますので、弁当

の日が年間20日以上なんて聞きますと、親の負担も大変でしょうし、その辺についてやはり

きめ細かい対応を学校、父兄、特に父兄の意見ですね、そこら辺を重々聞いていただきたいな

と。そして、町長のほうには10％にならなったときの場合を。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ２年後に10％にならなかった場合は町はどういう考えかという中で、

基本的には壇上で言いましたように、使用料・手数料に関しましては今現状はいかがなものか

と考えておりますもので、これは見直しをしていきたいと考えております。 

  そういう中で、当然、そのときは消費税が例えばまだ８％ならばで将来的にまた10％に

なる可能性もありますもので、自分の考えといたしましては、そのときはやっぱり仮に８％で

あっても10％にいきたいなと考えています。しかし、これはあくまでもまた皆さん方の意見

を聞いた中でやっていきたい。 

  しかしながら、使用料・手数料に関しましては、一応10％で考えるところまでに使用

料・手数料の見直しはしていきたい、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） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 給食費の関係ですけれども、まず11回も回数が増えるというのは

反対だという意見がかなりもう耳に聞こえておりますので、消費税分のアップ、ただ消費税分



のアップだけというのがちょっと微妙なんですね。それにあわせて物価も上がってきておりま

すので、特に給食センターにかかわってくるものにつきましては途中に仲買いが入っているわ

けです。農家から直接ですと８％でいいんでしょうけれども、１回、中に入っていきますと、

試算しますと11％ぐらいの消費税の換算になってしまうんではないかというような栄養士の

話もございましたので、物価の上昇等も含めてよく検討していきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、全国学力テスト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） 今年からこの学力テストが公表できるというようなことになりました。

そういった中で教育委員会としてのお考えを伺います。 

  まず１点目、公表についてどのような考え方か伺います。私は、この公表というのが、当

初、学力テストができたときには公表しないということでやり始めて、昨年来の県知事と県の

教育長とのあの闘いというか、あれをテレビで見ていますと余りいい気持ちもしませんし、教

員の方などは特に気分を悪くされたんだろうなというふうに思います。そういった中で公表に

ついてどのように考えているか。最後だから齋藤先生でもいいんですけれども、教育長の考え

方をお聞かせいただきたいなと。 

  ２点目については、教育委員会の判断で過去の結果についても公表できるということです

が、この点についてもお伺いをいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） これは教育関係の質問でございますので、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。 

○議長（鈴木 勉君） 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、村木議員の第２問、全国学力テストについての１点目、

公表についてはどのような考えかと、２点目、教育委員会の判断で過去の結果についても公表

できるということだがにつきましては関連性がございますので、一括してお答えいたします。 

  平成26年度の全国学力・学習状況調査に関する実施要領が昨年の11月29日付で文部科学

省から発表されました。その中で、調査の目的として、義務教育の機会均等とその水準の維持

向上の観点から、各学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる



とうたっております。調査結果の公表に関しましては、「教育委員会や学校が、保護者や地域

住民に対して説明責任を果たすことが重要である一方、調査により測定できるのは学力の特定

の一部分であること、学校における教育活動の一側面であることなどを踏まえるとともに、序

列化や過度な競争が生じないようにするなど教育上の効果や影響等に十分配慮することが重要

である。」としております。 

  以上のことを勘案いたしまして、教育委員会としての公表は、過去の結果も踏まえて公表

しないというふうに考えております。 

  なお、各学校の状況につきましては、それぞれの学校で調査結果を分析した上で、児童生

徒の全般的な様子を学校だより等を通して保護者の皆様にお知らせしていく方向で考えており

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） まず、公表しないということを決めているということでございます。

これは、賀茂郡とかではなくて東伊豆町の教育委員会としては公表しないということなんです

か。 

（「大体の市町もそうです。１町だけまだ決定しておりません」の声あり） 

○５番（村木 脩君） これは今からそういう方針でやっておかないと、この時期が近づきま

すとまた当然、発表しろというような意見がかなり大きくなるなという気はしています。です

から、私は、今回はちょっと早目に方針を決めておいたらどうかということを提案したくてこ

の質問をしたわけです。 

  そして、今どうしてもこの学力テストがいろいろなもので、特に昨年、テレビの知事さん

の問題ですとかいろいろありました。あれでこれが発表になったのかなというような気もして

きたんですけれども、こういった中で、やはり当初の目的をそのまま達成できるような学力テ

ストであってもらいたいなというふうに思っております。それにはやはり過度の競争ですとか

ここいらがみんな、そしてこの発表についても、もし発表の場合でもこの成績だけを発表とい

うことは当然できないわけですね。その改善策を一緒に発表しなければならないというふうに

なっております。 

  そういう中で、今までも成績の順番は出ているわけですから、それぞれその学校において

はその努力は多分してきているんだろうなと。今、熱川中学校では生徒さんが自主的に勉強を



このテストの結果においてやるようになったと、とてもいい方向に行っているなという気はい

たします。ですから、生徒の自主性で勉強をやるということが一番覚えるんだろうし、押しつ

けではなくてそういった方向になってくれるのが一番いいと。この学力テストについても、父

兄はどの辺の位置にいるのか多分知りたいんだろうなと。全国模試みたいもので、外野の僕た

ちはどうでもいい話なんですけれども、特にこういう公表となると外野のほうがどちらかとい

うとうるさくなってくるということでございますので、まず、その辺をきっちり教育委員会と

して方向性を早目に打ち出していただければなというふうに考えております。 

  そして、これらについて、過度の競争はないけれども、やはりこれを上手に利用して学校

運営なり学校経営なりに生かしていくということを教育委員会としても、ある程度、見届けて

いかないといけないということでございます。 

  また、これは一つには先生方の励みにもしていかなければいけないことだろうというふう

に思いますので、これらについてもう一度、教育長の口から、各学校への指導というかそれら

について再度お聞きしておきたい。この学力テストをどういうふうに学校で料理しているかと

言ったらおかしいですけれども、それらをそしゃくしているのか、その点についてお願いをし

たい。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 今、議員の中のお話で熱川中学校の生徒が自主的にやる気を出して

頑張っているというお話を聞いて、大変うれしく思いました。 

  実は、今年度のテストの結果の後で、知事と教育長とのいろいろなやりとりがあったりし

た中で、さらに県の教育委員会から来年度に向けてそれぞれの校長に指示がありました。教育

委員会にではなくて直接、県の校長会の中で話があって、小学生が悪かったという原因の一つ

として、問題用紙の扱い方、普通、小学生のテストというのは紙１枚を見てそこへ直接書くと

いう形式が非常に多いわけですけれども、学力テストは数枚の冊子みたいな形になっていて、

開いてそこを読んで別の解答用紙へ書くというような、二、三枚開かなければならないと。あ

と、時間の配分ですとかいろいろなことで初めての経験だということで、極端なことを言えば、

終わりのほうはほとんど回答をしていない子が多いというのは時間の配分等、そういうことに

なれていないと。 

  ところが、中学生のほうは、１枚のテストでなくて何枚にもわたるテストをもう実際に学

校の中でかなりやっておりますので、そういう戸惑いはなくて、ですから結果として、変な話

ですけれども、小学生は数値が低かったけれども、中学生はそんなに数値は低くないと。学力



というよりもそういう問題用紙の扱い方で点数が下がるのでは子供もかわいそうじゃないかと

いうことで、県教委のほうから校長会に、とにかく過去の問題を来年の子にやらせなさいと、

それで問題のめくり方、そういう扱い方になれさせなさいという意味の指導があって、実際に

各学校でそういうことをやります、やりましたということで現在に至っているわけです。 

  ですから、今年の６年生と来年の６年生を数字で比較するというのは、これは大分、物が

違ってきてますのでそういう比較は難しいのかなというような思いもありますけれども、とに

かく子供たちが、そういう平均点の点数がどうのこうのというのではなくて問題の中身につい

て、例えば長文を読む力があるのかないのかとかそういう細かい部分をそのテストは業者のほ

うで分析してくれますので、それを各学校が学校としての状況を今度は学校として分析して、

私たちの指導の中ではこの辺にもう少し力を入れていきたいねというような、そういうことを

教職員の研修の中へ取り込んでそれを次年度からの日常の教育の中に生かしていくと、そうい

う研修の繰り返しをして子供の学力向上につなげていきたいと、そういうようなことを考えて

おります。 

  来年度は、県から町のほうへ指導主事を配置するというようなことも出ております。その

指導主事が今度、町の研修主任を集めて、そこでそういう学力に関する研修などもやっていけ

るかなというような見通しを今持っております。 

  以上です。 

○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、３時まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４６分 

 

再開 午後 ３時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

─── 

 

◇ 山 田 直 志 君 



○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さんの第１問、町長の政治姿勢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） 議長の許可を得ましたので、通告順に質問を行います。 

  まず、第１問、町長の政治姿勢について質問いたします。 

  昨年の暮れの臨時会に提出された議案は、工事請負契約の契約金額を超える工事が行われ

ていたという問題がありました。これは、地方自治法、また条例に反するという内容を持って

おりました。ですから、議会からも非常に厳しい指摘があり、町長は、確約書で謝罪と反省を

され、信頼回復を図るというふうに決意を述べられた経過がございます。 

  この決意についてその後どのように実践したのか、また、しようとしているのか、町長の

姿勢をまず伺いたいと思います。 

○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） 山田議員の１問目、町長の政治姿勢についての１点目、昨年暮れの臨

時議会における確約書はどのように実践されているかについてお答えいたします。 

  昨年12月14日に開催された平成25年議会第３回臨時会の議案第75号 平成25年度片瀬地

区防災センター新築工事（建築工事）請負契約の変更について、生じた事務上の不手際により

議会の皆様に多大な御迷惑をおかけしたことにつきましては、真摯に受けとめ、反省の念と今

後に向けた誠意ある対応を確約いたしたところであり、早速、１月の管理職会議を通じて全職

員に対し、事業を執行するに当たり細心の注意を払って取り組むよう注意を促したところであ

ります。 

  御承知のとおり、１月15日に開催された平成26年議会第１回臨時会においては、町道湯

沢ノ草崎線のり面対策工事について変更契約の必要性が生じたことから、議会全員協議会で御

説明した内容につき御理解いただいた中で議決をいただくよう改善を図ったところであります。 

  今後も、法令遵守の徹底に努めることはもとより、議会との連携を密にし、情報を共有し

つつ事業を推進してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、僕が思うに、細心の注意という言葉で片づけていいのかなと



いうふうに受けとめております。というのは、やっぱり町、また職員というのは非常に大きな

権限があって、大切な税金を動かすというものを持っていると思うんです。そういう中で、そ

の権限やお金の使い道というのを、一定の意味でルールをつくり規制しているのがやっぱり法

律や条例だと。今回の問題というのはここの点でどうだったのかなと。 

  一つは、不手際という見方もそれはあるかもしれないけれども、私たち議員からすると、

また町民サイドからすると、本来守られなければならない法律のルールというものを軽視され

たんではないかということに捉えることができるんです。過去の個人が犯したいろいろな犯罪、

不始末というのはその人間が一つの問題になったんだけれども、私は、そのときとはまた違っ

た意味で、役場の皆さんにはある面で規制をかけている法律や条令というものがやっぱりしっ

かりと守られる。町長が最後に言われたけれども、その法令をちゃんと遵守していく、そこの

信頼関係というのが、議会もそうだけれども、町民の皆さんとの間にしっかりないと、これは

町政に対する信頼というものが根本的に揺らいでいく問題で、その意味で非常に重大な問題だ

ったんではないかなと。最終的に町長も把握がおくれていたというような経過もあったようで

すけれども、やっぱりそのこと自体が、職員の中でも法律を守るということの意識が希薄にな

っているんではないのかなというふうに私はこの問題については思ったんです。 

  そういう視点から、本当に規制されているという点では、民間と違って町長の判断だけで

物事が進まないという点では、役場というのはある面、煩わしい面もあれば面倒な部分もある

んだけれども、しかし、大きな権限とお金を動かすことについてのルールというのはしっかり

法律を条例にのっとっているという裏づけこそが非常に大事なわけで、職員の皆さんはそこの

ところをしっかりとしてもらわないと、皆さんの仕事はこの法律と条令にのっとっているんだ

と、それに従ってちゃんとやっているんだということになっていかないと、いろいろな面でや

っぱり今後同じような、不手際ということで済ませられない問題が幾つも起きてくるんではな

いかと、私はそこを一番心配しています。 

  ですから、信頼回復というのは、そこのところが揺らがないようにもう一度、あの問題の

教訓というものは何だったのかなと。役場の職員に与えられている権限、権能の中でも、やっ

ぱり紛らわしいかもしれないルールはしっかり守ると。そこのところをしっかり徹底していた

だく必要性というのがあって、だから町長が不手際なんていう形で議会で答弁してはいけない

と。私がさっき言ったのは、個人的な悪しきいろいろな問題以上にこの問題は役場全体にかか

わる非常に大きな、ある面では職員の意識改革が伴うような重要な出来事だったんではないか

なと。また、そういう問題としてやっぱり取り扱っていただかないといけないんではないかな



と。 

  後段に言われた部分については、議会ともいろいろ情報の共有化を図ろうという視点はわ

かりますけれども、これは一部署の不手際ということにとどめる問題ではなくて、非常に重要

な重い中身を持っている課題だというふうに思うので、１月の管理職会議で言って終わりとい

うような問題ではないんではないかなというふうに私は思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは全く信頼関係の中で、当局と議会の中で議会に対する信頼関係

を損ねた、これは、本当に私、最高責任者としてまことに申しわけなかったと今でも感じてお

ります中で、こういう問題は再度起こしてはいけない、そういう中で１月の管理職会議では強

く言いましたし、その中で職員のほうも、この問題の背景にはまた意識改革もしております。

そういう中で、すぐに１月15日に議会を開いた中で、300万を超えた場合の変更契約を各課に

おきましても十分認識した中で仕事をやっていることだけは理解していただきたいと思います。 

  そういう中で、一過性ではなくこれが一つのきっかけになって今後このような問題が起き

ないように、これは最高責任者としてやっていきたいと考えております。 

  一つ、私が職員に申し上げなければいけなかったなと考えておりますのは、この部署は今

大変忙しい。これは言いわけでございますけれども、大変忙しい部署でございます、知事との

防災関係の中で。そういう中で、今、この新年度におきましては職員を１人増やした中で対応

してやらなければますますその負担が重くなってきますもので、それは最高責任者としてなる

べく職員の負担を軽くした中で、再度こういうことが起きないような方向でやっていきたいと

考えております。 

  この議会、また町民に対しまして工事の信頼を損ねたことは、この場をかりまして改めて

おわび申し上げますとともに、今後、このようなことが絶対起きないこと、これは今回確約書

を出しましたもので、これはもう一過性ではなく工事ごとにそういう認識の中でやっていきた

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。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、その点では今後、今議会に提出をされるわけですけれども、

議会としては、やっぱりこの300万の問題というのが本当に適切であろうかと。バブルのころ

にこの条例ができて、当時、300万を超えないものについて専決処分を認めるという条例がで

きたわけですけれども、議会としてもやっぱりこの見直しの必要性というものを、これは廃止



して対応することも一つの選択肢として今議会にかけられるということだと思いますので、そ

ういう状況にぜひ対応してやっていただく。そのためには仕事の仕方を、300万円あるんだと

いう認識をやっぱり一回なくしていただいて、細心の注意を払ってしっかり入札もし、後々に

問題ができるだけ起きないような対策をやりながら、また当然、柔軟にいろいろな問題は相談

していただくという、しっかり一つ一つの仕事に取り組んでいただく姿勢というものをぜひ強

めて確立を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） 今、山田議員から、議会からの発議の中で300万円を撤廃するという

ことを言われました。これは当然、そのような方向性に行くのは議会の権限でございます。し

かしながら、今度、工事となりますと1,000円とかそういうことも変更契約が出てきます。今

度、300万以下を撤廃すれば議会を開催していただいた中でやっていかなければならないと考

えますと、議会の皆様方にも大変迷惑をかけます。 

  さらに、現場のほうにも、その1,000円の変更契約を議会に今度かけなくてはならないも

ので、議会の工賃に資するとかいろいろな面の御迷惑をかけますもので、その辺は理解してい

ただいた中で、当然、町としてもその辺は真摯に受けとめた中で今回の変更契約自体をやって

いきたいと考えておりますもので、その辺は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、観光産業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） 次に、観光産業について質問をします。 

  誰もが我が町のことを観光立町というふうに言うんですけれども、私も、まちづくりの中

でこの観光産業というのは雇用、経済のエンジンの役割を果たしてほしいというふうに考えて

いるんですけれども、しかし農漁業も厳しい、また地域の商店、商業も非常に深刻な状況を迎

えているような中で、今、観光と雇用や各産業がどういう状況にあるのかなということで改め

て今回質問をさせていただくことにしました。 

  まず１点目に、観光客の来遊における経済効果というものを町としてどのように試算して

いるのか。 

  ２つ目に、雇用における状況、また農業や漁業において観光産業が果たしている貢献、ま

たはその消費動向など、どういうふうに各産業と観光が連携し、どういう役割を果たしている



のか、わかる範囲で教えていただきたいと思います。 

  ３点目に、宿泊施設における町内業者からの購入割合の状況など、わかりましたら教えて

いただきたいと思います。 

  次に、４点目に、町として今、観光関係で子育て世代やシニア世代への優遇策などをとら

れているか、そういうことについてお伺いをしておきます。 

  ５点目に、文化公園にイルミネーションというものを設置したわけですけれども、その効

果についてはどういうふうに把握されていますか。 

  以上、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） 山田議員の２問目、観光産業については５点からの質問となっていま

すので、順次お答えいたします。 

  １点目の観光客の宿泊・来遊における経済効果をどう試算しているかについてですが、観

光産業が及ぼす経済効果について町独自での試算は行っておりませんが、国土交通省観光庁が

行った「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」によれば、国内旅行１人当たりの旅行

単価は１泊旅行で３万2,600円となっております。ここから当町に直接的な影響の少ない往復

の交通費や町外での食事代等を差し引いた消費額は、２万円程度と推計されます。平成24年

度の当町の宿泊客数は87万人に余りですので、総額でおよそ174億円の直接的な経済効果が発

生していると考えられます。この金額は宿泊旅行者のみの数字ですので、間接的な波及効果や

日帰り旅行者によるものを加えると経済効果はさらに大きなものになると考えております。 

  次に、２点目の雇用における貢献状況及び農漁業における貢献・消費状況についてですが、

平成22年度に実施された国勢調査によれば、当町における第３次産業就業者の割合は79.2％

に達し、これは県下で４番目に高い数字となっております。特に宿泊業、飲食サービス業への

就業者の割合は27.7％で県下で最も高い比率であり、さらに女性に限ると30％以上の方が観

光関連産業で働いていることとなりますので、国内の就業者総数に占める観光産業の就業者数

の割合が6.9％であることからしても、当町の雇用における観光産業の貢献がいかに大きいか

御理解いただけるものと思います。 

  次に、農業・漁業における貢献・消費状況ですが、当町における主要農産物は花卉、かん

きつ、イチゴ等となっていることから、宿泊施設で必要となる多岐にわたる食材を宿泊客数の



日々の増減に合わせて供給することが困難なのは明白であり、また主要農産物は既に販路が固

定化されているため、宿泊施設の需要に合わせて細かく出荷することは農業者の方にとっても

合理的でないものと考えます。また、漁業者においても状況は同様であるものと考えておりま

す。 

  次に、３点目の宿泊施設における町内業者からの購入割合の状況はについてですが、町内

宿泊施設からの聞き取りによれば、食材については10％から40％程度が町内からの仕入れで、

中には70％を町内から調達している旅館もあるとの結果でした。 

  また、平成21年度に商工会が行った「旅館の食材仕入れ、備品等購入状況調査」によれ

ば、収容人員200人以上の施設では精肉、鮮魚とも30％程度、酒類67％、101人以上200人以下

の宿泊施設で鮮魚68％、精肉82％、酒類99％が町内業者を通しての仕入れであるとの結果が

出ております。食材以外の備品類は、町内に取扱業者が少ないことから町外からの購入が多く

なる傾向があるようです。 

  次に、４点目の子育て世代やシニア世代への優遇策などはあるかについてですが、個々の

宿泊施設の取り組みについては把握しておりませんが、観光協会として町全体で取り組んでい

る優遇策はございません。御質問の子育て世代やシニア世代は観光産業にとって最もボリュー

ムの大きなグループとなりますので、それに対して当町を旅行先に選んでいただくための誘因

となるような優遇策をとることは、特に資金面から非常に困難であると考えます。 

  日本政策金融公庫が実施した「旅館業の経営実態調査」においても、シニア層への割引サ

ービスを行っている施設はわずか６％程度となっており、また宿泊施設を選ぶ際に割引サービ

スの有無を重視するのは20代が最も多く、60代以上では最も低くなっています。 

  なお、どの客層にターゲットを絞り、どのようなサービスを展開していくかは個々の宿泊

施設の経営方針そのものにかかわることであるため、それぞれの宿泊施設や観光関連施設が料

理やサービス等を工夫して、子育て世代やシニア世代に対しておもてなしをすることが現実的

な選択ではないかと考えております。 

  次に、５点目のイルミネーションの効果はあるかについてですが、稲取文化公園のイルミ

ネーションについては、県の観光施設整備事業費補助金及び地域の元気臨時交付金を活用し整

備したもので、昨年12月21日に点灯式を行い、その後、日没の１時間前から午後10時まで毎

日点灯しております。 

  当イルミネーションの整備は、現在、宿泊客の多くが夜間にホテルから外に出ない状況で

あることから、外出の目的となる要素をつくり出すことによりまち歩きを促し、飲食店等地域



の皆さんにも恩恵を波及させることを目的としており、また観光客の皆様に楽しんでいただけ

る要素を少しでも増やしたいということから要望に基づき実施したものです。 

  現在、イルミネーションの整備をきっかけに稲取温泉では、雛の館の入館券と宿泊施設の

入浴券、飲食店のお得なチケット、観光施設の割引券などを組み合わせた「イルミ・マルシェ

チケット」という新たな取り組みを行っており、これから雛のつるし飾りまつりや河津桜まつ

りが本番を迎えるに当たり、地域の活性化の一助となればとその成果に期待しております。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、第３次産業で何％という分け方は余り観光施設、観光産業と

いうものを見る上では正確じゃないですよね。役場の職員だって銀行の職員だって農協の職員

だって、みんな３次産業に分類されるわけで、そんな言い方は一部の観光の方々が町に補助金

をもらうときに使う言葉で、ある面、対象としては余り正しくない、実態を反映しない言葉で

はないかなと。 

  町長の先ほどの答弁の中で私はつくづく思うんですけれども、最近の町の観光協会、町の

観光のあり方の中で、特に町内の経済を循環させるという議論が最近余りないんです。さっき

町長も答弁で言われたように、農業や漁業でいいものはほかへ販路があって旅館は使わないと。

価格の問題もあるんですけれども、本当にそれでいいのかなと。今、観光というのは全国が総

観光地化の中で、国なんかは着地型という言い方をしてます。僕は着地型というのは余り好き

ではなくて、地域型観光だろうと。有名なホテルへ泊まる、旅館へ泊まるんだというそのこと

からその地域自体で観光を楽しむという時代ですから、施設に対してやっぱり地域型なんだと

いうふうに思うんです。着地型というのはＪＴＢや国のほうでやっている。いずれにしても地

域が問題になってきた中ではないですか。 

  ここで問題になっているのは、温泉があるとか立派な施設があるとかおいしい食べ物があ

ると、一般的にそういうものはどこでもあるわけです。下手したら、一番立派な施設でいい温

泉やおいしいものは全部東京にあるよという、こういう話にもなってしまうわけです。 

  今、この地域型の観光というところで考えると、どこにでもある中でこの伊豆なり東伊豆

に来てもらうというときに何が重要かというと、その地域にしかない魅力や暮らしや味覚をも

って競争しようというのが今の観光地全体の流れだと思うんです。そこの中で、おいしいもの

はあるけれども観光客には提供できないという流れを認めておいて、これから観光は本当に発

展するのかなということがすごく疑問なわけです。だから、農漁業の皆さんは観光がどれだけ



疲弊しても何も困らないです。東京が疲弊したときに一番困るんですよ。こういう関係でまち

づくりをやっていていいのかなと。 

  私もそこで思うのは、町長もそうなんだけれども、町でも、観光立町だからというとすぐ、

お客が減少するとか、キャラバンだとか、ＣＤだ、イベントだ、イルミネーションだとどんど

んやるんだけれども、本当に大事にしなければならないこの地域のまちの魅力というものが生

かされない、売り出せないのに、つけ焼き刃でキャラバンをやったってどうなんだろうかと。 

  これは、町長が先ほど言った町の観光振興計画の中でだって、パンフレットやキャラバン

を見て東伊豆町の温泉に来ましたなんていう人は１割かそこいらでしょう。そういう状況です

よね。実際は３割ぐらいの人は家族や前に行ったから来たよと。前に泊まったときによかった

から来た、家族や友人からよかったと聞いたから来たというのまで入れるともう４割ぐらいで

す。その次がインターネットを見て楽しそうだなと、よさそうだなと思って来たというのが七、

八割方を占める時代になって、いまだにキャラバンをやらなければならないということもない

と思うんです。 

  本当に大事にしなければならないのは、ここに行ったらほかにはないいい温泉があって、

おいしい食べ物に出会って、楽しいことに出会えるんだという、こういうやっぱりわくわく感

が観光地としてないんではないかなと。そこは非常に今私が観光を見る上で大事なことだと思

うんです。 

  ある雑誌の中でトヨタ自動車の豊田社長が、トヨタかんばん方式なんていうことで、時間

やお金のロスをなくしてやっていくトヨタの経営の中でトヨタの役員会の話をしている節があ

りまして、その中で、トヨタの豊田章男社長は、役員会というのはあさってのことを考えるん

だと。プリウスの売り上げがどうだとかそういうことではなくて、もっといい自動車をつくる

ために必要なことは何なのか、あさってのことをトヨタの役員会はやっているんだと。売り上

げがどうだこうだというのは副社長やそれぞれの事業本部長が考えることでというような話を

雑誌のインタビューの中でしているんです。 

  まさにうちの町が今欠けているところというのは、いい温泉地だよという魅力を打ち出す

ことをしないうちに、変な話が、町長や観光協会まで100万人というその人数にとらわれて、

そのためにキャラバンをやるとかと、あしたのことしか考えないというような形ではなくて、

どういう観光地としてお客さんにやっていこうかなと、こういう考えが余り出てこないのが私

は非常に今残念なところではないのかなと。あしたのことはいいんですよ。旅館の社長さんた

ちや経営者が考えればいいんです。でも、あさってのことを考えておかなかったら、あした乗



り過ごしたって、その先、また次がないわけですから、この辺は、私は、トヨタの社長さんは

なるほど、あれだけの大きい会社でもそういうことなんだなと思って非常に参考になったんで

すけれども。 

  そこで、町長、幾つかの例があるんですが、例えば一つの例で言うと、湯布院というのは

有名な温泉地で、東の草津、西の湯布院なんて言われるぐらい有名なわけですけれども、湯布

院の場合はほとんど何もなかったところからああいう観光地をつくっている中で、例えば中谷

健太郎さんや溝口薫平さんたちの旅館の経営者というのは、何にもなかったから、お客さんが

休む場がないといって自分たちの敷地の中に喫茶店をつくったわけではないですか。１軒の農

家が飼っていた牛をみんなで応援して、今は湯布院牛というような形でブランドにしていった

わけではないですか。それをみんな旅館で使うというような循環をつくって町の観光の発展が

農業や地域の発展につながるような、こういうことを目指してやってきたわけではないですか。 

  残念ながら、今、そういう面が町の総合計画とか観光振興計画を見ても余り私は感じられ

ないなと。そうしていかないとこれからやっぱり観光も、ある面でいえば、そういう町民の皆

さんの暮らしや産業や文化の上に成り立っているわけですから、観光のところだけに幾らお金

をつぎ込んでもあしたがないんです。やっぱり農業や漁業や町民の皆さんの暮らしや文化のい

ろいろなところが豊かになってくることで観光産業というものがその上に成り立っていく。だ

からサービス産業になっていくわけです。サービスの中身が旅館の中においてもしっかり考え

られないで、冷凍品や練り物や加工品が旅館で平気で使われていたらお客さんが興ざめするで

はないですか。そういう旅館であってはならない、そういう観光地であってはならないと思う

んです。町長も言っているように、町の中にいろいろな魅力的なものがある。だけど、観光地

として地域型の観光をやっていこうというのが一番おくれているのが僕は旅館のところではな

いかなと思うんです。 

  町長が一生懸命、細野のいろいろなことを言って、あそこがいい、ここがいいと言うけれ

ども、案外、宿泊施設というのはそういうことに対して、一生懸命なところというのは幾つも

見られないではないですか。やっぱり旅館の人たちが、それは経営も大変なんだけれども、単

価だけを見て、その加工品にいくんではなくて、私、思うんですよ、キャラバンや何かのお金

を削ったって、東伊豆町のいい産品を使っていただいて、本当にこの町はいいなと、こんなも

のがあるのかと驚いてもらえるような観光地にしていかなかったら、先々魅力がないんではな

いかと。一生懸命キャラバンをやって、1,000円の商品券を配りますからといってお客さんを

呼んでいるだけではお客さんはやっぱり、あしたのお客は来るけれども、あさってはお客さん



は来てくれないわけです。 

  実際、泊まっていただいたお客さんが今一番の広告塔なわけです。ネットに感想を流した

り、友達に、稲取に行ってこんなことがあってさ、よかったよと、今、泊まってくれたお客さ

んが宣伝の一番大きな役割を果たしてくれるわけですから、そこのところの一番の接点という

のは、いろいろ町もやるんだけれども、やっぱり旅館の方々が変えていかなければならない。

さっきの状況でいっても食材なんていうのは宿泊全体では30％前後ですから、その中でさら

にその何十％ということでいけば、実質的に地元の農産物、また漁類なんていうものはなかな

か利用できていないということになっているんだと思うんです。また、それは量がないものも

ありますからね。だけど、そういうことを本気で考えてもらうような指導をしていかないとい

けないと私は思うんです。 

  町長、子育て世代とシニアの問題は、さっき言った観光振興計画の中でのアンケート調査

等でも、両方を合わせると７割ぐらいがこの世代というようなことがありますよね。熱海の場

合は、夫婦で来ていただいた人については、宿泊、また商店街では割引というような制度をや

っているんです。やっぱりその辺の問題を含めて、私も旅行をして思ったんですけれども、き

みまろが言っていることはうそだなと思ったんです。中高年は団体行動はできるんですけれど

も、これは事実です。でも、中高年はやっぱり地域限定だとか健康にいいですというものにも

弱いんです。これは中高年の特徴ではないかなと思うんですよね。 

  それだけで来るということはないんです。でも、来た人たちがそういうものに触れて関心

を持って商店に入っていくとか、いろいろなものをつくり出さないと、宿泊のお客さんが何人

来たって町内の商店も何も潤っていかないわけですし、いろいろな企画をやっても、その企画

に対して地元の商店なりいろいろなところがではどういうようにバックアップをしていくのか。 

  細野のイベントをやったって、この町内のほうで、ではそのときにはこういう限定品でこ

んなものをやるよとか、お互い呼応し合ってやっていくようなものを考えていくことがもっと

必要で、何だかんだ言ったってまだ80万人からというお客さんがこの町に来ている中で、そ

ういうものの経済、お金の力というものがもっと町内全体に行き渡っていくようなことを考え

ないと観光も恐らくうまくいかないと思いますし、地域というものもどんどん私は疲弊してい

くのではないかなと。 

  そういう面で、６次産業もいいんだけれども、６次産業になると農漁業というのは原料を

生産するという産業になってしまうので、いいものを観光地の魅力として宿泊施設もストレー

トにお客さんに提供して、この町のよさというものをアピールでるような活用というものがも



っと考えられてしかるべきではないかなというふうに私は思います。いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは観光全般の問題として答弁していきたいと思います。 

  そういう中で、キャラバンはいかがなものかとかそうことがあります。やっぱり町といた

しましては、今言ったようにトヨタ自動車みたいに長期的なものというのは、今お客さんに来

てもらわなければ困る、そういう両面を見なければならないと私は考えておりますもので、将

来的なものだけを見た中でまちづくりをやっていけばこれはいいんでしょうが、短期的には、

またお客さんに来てもらわなければこの町はだめなもので、その辺は御理解願いたいと思いま

す。 

  そういう中で、山田議員も御承知と思いますが、最初、やっぱり観光業と農業者と話し合

ったことがありますよね。大変お互いに厳しいところがあった中で今なかなかうまくいってい

ないというのは、私は別に農業でも一等品ではなくても、市場に出せるものを地産地消の地産

の中で旅館さんたちが使えばいいと考えていますけれども、今度は量の問題となってくると大

変厳しい問題がありますもので、小量でも扱ってもらうような方向で、これはまた話し合いの

中で指導していきたいと考えています。 

  我々も旅行に行ったりしますと地元の産品が出てくると大変うれしいものですので、やっ

ぱり観光客も、さっき言った冷凍食品ではなくて地元の例えば二等品、三等品でもそういうも

のが出れば当然喜ぶものと考えておりますもので、そういう中からでもまたその辺の連携はし

ていきたいと考えています。 

  そういう中で一番残念に思っているのは、オープン町長室も２期目にやっております。そ

ういう中で、若手といってももう40代の連中でございますけれども、農業者と商工業者は大

体毎回出てきます。それで、観光関連の人に出てこいと言っても、自主的に言った中でなかな

か出てこなかった中で、今回、強制的に出てこいと言った中で二、三回出てきたんですが、そ

れからもう出てこないです。やっぱりこういう考えを、まず観光関連の人が意識を変えていた

だきまして、町全体の中でやっぱり、３代目という言い方はおかしいですけれども、農業と町

会は若手がうまいこといっています。それで、観光関連に出てこいと言ってもなかなか出てこ

ない。そういう中で強制的に出てこいと言ったら、二、三回出てきたらもうそれ以外は出てこ

ない。やっぱりそういうことを意識改革しなければこの町はよくならないと考えておりますも

ので、若手といっても40代の半ばでございますので、この辺は胸襟を開いた中でこの町をど

うしようかと言っていかなければこの町の未来はないと考えております。 



  そういう中で、観光関係の方には再度、意識改革をしてもらった中で、やっぱりそういう

若手同士の話し合いの中にどんどん出てきてもらえばこの町は変わっていくと考えております

もので、私は引き続きこの会合は大事にしていきたいと考えております。 

  そういう中で、この町の未来は、そういう若手が話し合ってこの東伊豆町をどのようにし

ていけばいいかなということが連帯感を、農業の青年部と商工会の青年部は本当に連帯感があ

ります。これは私が言うよりは、ある事業を、イベントをすれば積極的に協力しますという中

で、いろいろな面で連携が見られてきますもので、あとは観光関連の方が積極的にその事業に

出てきてもらった中でこのまちづくりをやっていければ、この東伊豆町はいい方向に行くので

はないかと考えております。 

  そういう中で、細野高原に関しましても山田議員の言われたとおりでございます。幾ら

我々がやっても二、三の旅館業者しか一生懸命やっていない。まして、本当はフロントに全部

置いてもらえればいいんですが、まだフロントに置いていないよう状況もございます。今は町

を挙げて細野高原をやろうというそういう意識の中で、やっぱり旅館さんたちがそういう意識

ではとてもまちづくりはできませんもので、その辺は再度、意識改革をした中で町全体でやっ

ていきたい、そういう考えでおります。 

  さらに、やっぱりリピーターというのが大変重要でございます。何だかんだ言ってもこの

町に来てもらわなければならないという中で、キャラバンもその一つの方法ではないかと考え

ております。確かにキャラバンだけでいいのかといえばそれはいかがなもので、将来展望を見

据えた中で、この町のよさを来た人がリピーターになって外に宣伝してもらうこと、これが一

番強いことでございますから、その辺はまたまちづくりの中でやっていきたいと思います。 

  基本的には山田議員と大体同じような考えで、そのパーセンテージをどのぐらいの割合に

持っていくかということではないかと思います。キャラバンが全て悪いということは私は考え

ておりません。そのパーセンテージが、例えばうちは今まで比重が多かったかなといえばそれ

はやっぱり考えなければならないことでございます。３次産業の考え方も、山田議員が言った

ように旅館だけが何％、これを考えればいいんだと。やっぱり３次産業全体が観光関連産業に

携わっていますもので、その辺は第３次産業は何％というので町はやっていきたいと考えてお

ります。 

  それで、町限定の得したもの、今は着地型の中でやっぱり地域型、ひっこくりとまち歩き

の方が大変人気があった中で、その辺はやっぱり観光客の皆さん方も欲張っていると聞いてお

りますもので、この町に来たときにこの町独自のそういうものをこれから探していかなければ



ならないと。やっぱりひっこくり、また屋号、それ以外のものからこの町にもあるのではない

かと考えておりますもので、数多くのこの町独自のものをこれからも探求していきたい、そう

考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ただ、町長ね、観光の人たちと話し合えば何かできるというもので

はないと思うんです。やっぱり仕組みなんですよ。僕ら、昔の観光政策審議会でそんな話も出

てやった記憶がありますけれども、Ｂ級品を使うとか何にしても、誰が物を動かしてどうして

いくのか、場合によっては逆ざやもあるかもしれない、でもその仕組みを町がしっかりとサポ

ートしない限りできないと思うんです。 

  今、町のこの観光振興計画だって、旅行会社のパンフレットでこの町を選ぶなんていうの

は10％を切っているわけでしょう。だから、キャラバン、キャラバンと、さっきちょっと出

ていたけれども、小規模の方々というのは当然そういうキャラバンもやらなければならないで

すよ。だけど、大手のところというのは、ＪＴＢだとか日本旅行だとか近畿日本ツーリストだ

って提携をしているところしかお客さんは来ないんだから、無理やりキャラバンではなくて、

あしたのことは自分たちでやればいいんですよ。 

  そうではなくて、お客さんに対してどうやって町をアピールしていくのかということが大

事なわけで、私は、こういうキャラバンなんていうのは、お金はうんと削ったって逆にそうい

ういいものをお客さんに提供しようという、また別の形で使っていくことでそれは十分に効果

があると思うんです。そうすればお客さんはみんな、この町にはこんなきれいな花があるんだ

な、こんなおしいミカンがあるんだなと。そういう思いを持っていただかなかったら、いいで

す、いいですと写真を見せたって、実際はそんな写真で写したものは出てこないわけですから、

これではやっぱり商売としてやっていけないですよ。 

  あと、旅館の関係者の御意見をいろいろお伺いすると、旅館の社長さんとか、若手の方々

も実際に今40代ぐらいで社長になっていると。大変忙しいと。ある旅館の方に聞いたりする

と、お父さんなんかを見ていても、子供との、家族との会話も心配だけれども、新聞を読んだ

り本を読んだりする時間もあるだろうかと。目まぐるしく１日１日の経営のことで飛び歩いて

いると。実際、だから大変な問題が確かにあるんだと思う。だけど、逆に言うとそれだから目

が近くなり過ぎて、これからこういうふうに町は動いていこうよという、こういうものから外



れてしまって、無駄な努力とは言わないけれども、一生懸命やっているんだけれども、町が今、

地域型観光をつくっていこうという中で、どうもそういうことも理解できないままがむしゃら

にやっているということであってはいけないと思うんです。 

  今の地域の産物を使ってもらえないという経営者の方々も、まだまだ高いからとかいろい

ろな課題があると思うので、町がやっぱりそういうものをサポートしていくという基本点がな

いと、農業、漁業に悪いものがあるんではなくて、いいものがあるんだけれども、そこはお客

さんが素通りして都会に行くという、この構造は観光にも何の役にも立たないわけですから、

そういういいものがお客さんに提供できるまちづくりをしていかないと観光地として生き残れ

ないんではないかなということだと私は思う。旅館の方々にもそういうことをもっと気づいて

いただきたいんですよ。 

  細野の問題だってひっこくりにしたって、この町でやってきた遊びの中に楽しさもあるわ

けだし、そういうことが案外、旅館の経営者の方々は、お客さんにはこんなものは売り物にな

らないというふうに考えるのか、そういうところでほかの町と差別化していかなければいけな

いのに、余り重視されていない方が全体としては多いんではないかなと。 

  だけど、例えば北川みたいに、定置網があるのでそこのものを朝早く行って仕入れてお客

さんに提供するんだと、涙ぐましく努力をして、そういう地元のもののよさを提供しようとい

う取り組みも中にはあるわけで、大きいから難しいものもあるんだけれども、１つでも２つで

もいいものが地元に提供できないで、この先の観光というのは僕は成り立っていかないと思い

ます。切るべきものは切っていいんですよ。キャラバンをやらなければ人が来ないんだったら、

それはもうその旅館自身の問題なんです。来ていただいたお客さんに自分たちのおもてなしの

気持ちとしっかりとした東伊豆町なりのアピールができれば、それは東伊豆町のお客さんとし

て揺るぎないサポーターになってくれるんです。そこが欠けていて、幾ら一生懸命やってもそ

れはやっぱりだめだと思う。 

  伊豆高原の散策マップなんていうと、いろいろ地図もあるし、商店もあってお得なチケッ

トもあってと。やっぱりこういう来たお客さん、少なくなったとはいってもそういうお客さん

に対してしっかりとサービスするというのは、旅館もそうだし、商店や地域でもやっぱり真剣

に考えていかないと、確かにお客さんは外へ出る人たちが増えてきたわけです、雛のときだけ

ではなくて。だけど、本当にこの地域をアピールするにはいろいろなことをもっと、これはそ

れぞれのところで真剣に考えて観光の力が地域全体の大きな力になっていくと、また地域のそ

ういういろいろな力が観光業の活性化にもつながると、こういう話にしていかないといけない



わけです。 

  町長が若い人の声も云々かんぬんと言うけれども、町長が言って、出てきて観光の人がや

ったことはイルミネーションの提案程度ですから、やっぱりそれでは、僕は若い人の意見だっ

て余り大したことないと。あれは工夫もなさ過ぎですよ。 

  そういう意味では、町のほうでこれからの地域型観光の中でどこを改善していこうか、旅

館の人たちもどういう問題を克服していったらいいのかと真剣に取り組んでいただかないと、

もう崖っ縁まで来て、商店にしても旅館にしても、消費税が３％上がる、さらに５％上がって

10％になるなんていったら、いつ閉めようかなんていうことだって、そういう気持ちがない

わけではないというような話だって現状では聞けるわけです、なかなか転嫁ができないという

中で。旅館の方々はいいんですよ。あしたのことを考えることはそれでいいんですけれども、

しかし、あさってを考える。それはやっぱり町なりがちゃんとサポートしてその方向に行かな

いといつまでもばらばらな形で、昔みたいに電車と道路ができればお客さんが来てくれるんだ

なんていう発想で、旅館の中も改革できない、地域の中も改革できなかったらお客さんはよそ

へ流れるのは当然ですから、ぜひそういう面で、町長はあしたではなくてあさっての観光地の

あり方を絶えず見詰め続けて、担当課や観光協会に指導していただくことが必要ではないかな

と私は思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、山田議員の言った仕組みは大事なことで、幾ら仕組みをつくっ

てもそれは形だけのものに今まではなっていたんです。はっきり言って仕組みをつくるのは簡

単でございます。その仕組みをいかに動かすかというのが大変重要でございます。 

  そういう中で、私が今、大変期待しているのは、山田議員はいかがなものかと言うけれど

も、やっぱりオープン町長室ということで、これは人間関係がすごく大事で、培われておりま

す。この培われた中で仕組みができればこれはもう動いていきます。仕組みだけやったとして

もこれは今まで動かなかったじゃないですか。やっぱり人間関係を築いた中でそれと同時に仕

組みもつくっていく、これがまちづくりにとって大事ではないかと、重要ではないかと考えて

おりますもので、それは並行してやっていきたいと思います。 

  キャラバンに関しても、これは全部が全部、無駄だとは私は考えていません。山田議員が

言ったように縮小は考えられるかと、考えられるかもしれませんけれども、皆無ということは

絶対私はないと考えています。やっぱりキャラバンはキャラバンなりにそれは有効性がありま

すもので、そのキャラバンに対する考え方は山田議員とまた違います。キャラバンも一つの有



効的な手段があると自分自身は考えております。 

  さらに、地域におきましても連携ですね。山田議員が伊豆高原ではこういうことをやって

いると、これは大変重要なことでございます。そのときにバルということも去年あたりからや

り出したようなことも聞いています。これは一つのいい方向ではないかと考えておりますもの

で、この辺、またバルの検討はしていきたいと思います。 

  さらに、一つ言われたのは、確かに今回、観光関係の方からオープン町長室で２点提案さ

れた中で、２点を一応やってみなさいと言いました。その２点というのはイルミネーションと

雛段でございます。雛段におきましては予想以上の方が来ております。これは最初は我々も危

惧した中で、やっぱり目新しいという言い方、目先のことかもしれませんが、何しろこの町に

お客さんに来てもらわなくてはならない中でそれをやって、素盞嗚神社、天皇様の雛段に関し

ては観光客は大変興味を持ってくれた中で、また後ほど集計が出てくると思いますのでその辺

はまた議会の皆さん方に示していきたいと思いますが、その素盞嗚神社雛段に関してはこれは

ある程度成功ではなかったかと、今、自分自身は認識しております。 

  さらに、イルミネーションに関しましては、当時、若手は、この雛のつるし飾りまつり期

間中、すなわち１月20日から３月30日までイルミネーションをやってほしいと、そういう提

案でした。しかし、これではなかなかまちづくりにはなりませんし、基本的にはいかに町民と

か観光客を歩かせるという中で、これは年間を通した中でやります。確かに今のところ、何し

ろまちを歩かせようという中でイルミネーションをやっている中で、確かに情報交換会でも１

日10名しか来ていないということでいかがなものかと、そういう質問もあった中で、この１

年間かけてちょっと見てもらいたいと思います。 

  さらに、近隣の方たちからは、あのイルミネーションをやったおかげで子供たちの声が聞

けて大変うれしい、地域が明るくなった、そういう声もありますもので、一概に観光客が来な

いからイルミネーションはいかがなものかというのは、まちづくりの一環として考えていただ

ければ大変ありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、港の朝市の充実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） 最後に、港の朝市の充実について伺いたいと思います。 

  １点目に、充実に向けた指導を町はどういうふうに行っているのかということ。 



  ２点目に、昨年末に保健所の立入調査があったというふうに聞いておるんですけれども、

その指摘事項とそれに対する町としての対応はどうなっているのか、その点をお聞かせくださ

い。 

○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） 山田議員の第３問、港の朝市の充実については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点目の充実に向けた指導はどう行っているのかについてですが、港の朝市につい

ては、当町に欠くことのできない観光資源として定着し、町内外の多くの方に買い物を楽しん

でいただいているものと認識しております。 

  朝市の運営については港の朝市出店者組合が自主的に行っているものですが、以前は町に

対し商品に関する苦情もあり、その都度、出店者に内容を伝えて改善をお願いしていました。

しかしながら、最近では苦情もほとんどなく、品質への信頼の向上がなされてきていることか

ら特段の指導は行っておりませんが、お客様が安心してお買い求められるように産地や生産者

の表示の徹底をお願いしています。 

  さらに、会場を提供している管理者といたしましては、管理上の問題が生じた場合には指

導・喚起を促してまいりたいと思います。 

  基本的には、出店者が民間として一層の自助努力と創意工夫を重ね活性化につなげていく

ことが最も大切であると考えますが、産業団体連絡会を中心とした運営委員会がかかわりを持

って、魅力ある朝市にするための協議、検討がなされることも必要であると考えております。 

  次に、２点目の保健所の立入調査の指摘事項とそれに対する町としての対応はについてで

すが、朝市については、従来保健所の定期的な立入検査は行われておりませんでしたが、先般、

賀茂保健所による立入検査が実施され、食品衛生法及びＪＡＳ法（農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律）等に基づき指導が行われたと聞いております。個別の指導内容に

ついては、公表できないとのことですので詳細は把握しておりませんが、今後は定期的に立入

検査を実施する方針であるとのことですので、出店者については、保健所の指導に従い、より

よい朝市となるよう努力していただきたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 



○１４番（山田直志君） 町長、個別の問題だということはあっても、やっぱり貸し出してい

るいわば大家として、具体的に保健所から何が一体今問題なのかというのは、私は、ここで言

えないのはそれはいいかもしれないけれども、把握をしないというのはいかがなものかと思い

ます。そうしないとこれはやっぱり町の信用、また、ここへ来るお客さんに対する信頼にも影

響するわけです。そういう問題として、やっぱり町長、軽視してはいけない。何といったって、

町長の足元で、町の足元でやっているものについてしっかりとした対応ができなかったら、民

間のほかの業者にはいろいろなことを言えないわけですから、ちゃんとやらなければいけない

と思うんです。 

  前から町長もいろいろな問題点のことについては言うんですけれども、近隣でも、なるほ

どなと思うんですけれども、例えば河津町の観光交流館は、町としてあの交流館は出店者規制

で、町なりの指示に従わない方については２ポイントとか、商品でクレームを受けた場合は２

ポイントとか、食中毒を発生させた場合は10ポイントとして、５ポイントで納入停止１週間、

10ポイントで納入停止１カ月、15ポイントで１年間の納入停止と、こういうルールを観光交

流館は決めているんですね。 

  実はこれは昔、私どもの委員会で視察をしたニセコ町でとっている制度で、その後、いろ

いろな議員を通じて当時の町長や副町長に資料をお渡しして、河津町はあれをつくる前にニセ

コ町に行って、やっぱりこれは必要だということでつくったわけです。ちゃんとそのことを機

能させて注意をし、指導もしている。信頼をしっかりと担保できるような仕組みをつくってい

るわけです。 

  逆に今度、南伊豆町の湯の花会館では、ここは運営はＮＰＯが指定管理でやっているわけ

ですけれども、担当者が抜き打ちで表示や品質、重量などの商品チェックを行い指導すると、

こういうことが普通にやられているわけです。これは農協なんかの朝市でも、いろいろ指摘を

すると嫌われ者になるんだけれども、そういう人もいて、これはもしかすると嫌な役かもしれ

ませんけれども、でも町の場所を使っている、そういう信用の中で信頼関係をしっかり維持す

るためには絶えずそういう点検、チェックをしていくということが必要だと思うんです。 

  それを出店者任せにするということでは、町は何をしているんだと。それではＪＩＳの表

示の問題だとかいろいろなことについていつになったら解決するんですかということになるわ

けです。そういうものに対応できないということであれば、一旦やめていただくことも含めて、

そのことを決めるのは、やっぱり町なり運営委員会で決めていかなければいけないと思うんで

す。出店者任せにして、自分たちでそれに対応できるのを待っているというような状況ではな



いですよ。あいら農協にしても、近隣でもうこういう取り組みがしっかりしているわけですか

ら、うちの町だけそこのところが十分ではなくてもいいなんていうことにはならないわけです。

だから非常に私は重要だと思う。 

  町長、町では結局、運営委員会でもいいんですけれども、誰がこういう品質や表示のチェ

ックをして、ちょっとした対応の、重量が軽かったなんということもあるんだけれども、この

指導をするというのは誰が責任を負うのかと、一体誰がやるんだと。ただ、やってください、

やってくださいで、ああ、どうもありがとう、お客さんが来ていますねというのではだめだと

いうんですよ。 

  時に出来心でも悪い人が出たりレベルに達しない状況があったときに誰が改善するのか、

その責任を明確にしていただかないと、やっぱりもうけ主義の傾向が強くなってしまって、お

客さんとの信頼関係が薄れてしまうんではないか。一体この責任は誰がとるんですか。保健所

に指導されているなんていうのは本来でいえば余りいいことではないですよね。もう何年もや

っているんだから、恐らく保健所が河津町の観光交流館や湯の花会館に行って、指導されるよ

うな業者というのはほとんどいないと思います、自分たちでそういう自助努力をしてきている

んだから。 

  うちの町では、少なくとも町長は否定されなかったから、個別では言わないにしたって、

指摘をされるところがいっぱいあるわけです。そのいっぱいのものをいつになったら改善でき

るのか、誰がこういうクレームに対して改善をさせるのかというところの責任体制をはっきり

していただかないと、今後続けていく意味があるのかなと。町長が言われるように観光客の信

頼に基づいて運営はされてるんだけれども、悪い業者がいても、町の考えに沿わない業者がい

ても、それがもうけ主義であってもずっと放置されるということでは、町民や観光客の皆さん

の信頼というものは維持できないわけですから、一体誰がやるんですか、いつになったらもっ

とよくなるんですかね。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、保健所の指摘事項の関係です。これは、深く聞かなかったけれ

ども、確かに指摘事項は町が把握しておく必要があると自分自身は考えております。今まで担

当課が保健所に行きますと、引き続きプライベートのことなもので言えないということは言っ

ておりますけれども、これはトップが言えばまた違いますから、担当課には言わなくても自分

だけはどういうことを指摘されたかどうか認識しておきたいもので、その辺はまた保健所に、

どういうことを指摘したかということは、私、聞いてみるつもりです。 



  そういう中で当然、保健所さんのほうは、プライベートのことだから他に口外しないでほ

しいということで言ってくると思いますので、担当課には言わなくても私自身は把握しておき

たいと思いますもので、これは保健所にどのような指摘事項があったのか確認していきたいと

思います。 

  次に品質ですよね。確かに山田議員が言ったように、港の朝市の出店者組合に全面的に任

せております。チェック体制は多分とっていないと、その品質に関しては。例えば重さがどう

だとかそういうことはやっていないと思います。とりあえず大家として、例えばそういうこと

は必要があるとなればそれはやっていきたいと思います。これは検討させていただきたい。港

の朝市の出店組合に対して全面的にお任せしている中で、代表者が一生懸命やっている中で、

壇上で言いましたけれども、そういうこともチェック体制が必要となれば、町といたしまして

も、行く行くその中でそういうことをやることも、必要性がある場合はチェック体制をしいて

いきたいと考えますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、これは町の問題として、町の施設の中で行われているわけで

すから、私どもに一々報告しろとは言いません。しかし、町としたらしっかりと、今実際にど

ういう状況なのかというのは、あった内容はやっぱり把握をしていただきたいと思いますし、

内部で、例えば商工会やいろいろなことがあったって、変な話がなれ合いになったらしようが

ない、今までやってきているんだから。あとは、外部でそういうものを雇うなり何らかするの

か。何らかの機能を設けるとかいろいろな形を通じてやっぱり信頼を維持し、またこれからそ

こがもっと充実をするような形で活用されていかなければいけないわけですから、そういうこ

とを私はぜひやっ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） 今現状、朝市の内容が、保健所からどのようなこと、これはもう当然、

町としても把握していかなければならないと考えておりますので、先ほど言ったように、保健

所さんのほうにどのような指摘をしたかということは私自身が直接電話した中で聞いていきた

いと思います。 

  さらに、朝市の運営につきましては、やっぱり大家という立場がありますもので、その辺

は検討した中でやっていきたい。さらに、町の信頼関係を損なわないような方法でこの朝市に

関しましては今後やっていきたいと思います。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） 以上で、14番、山田さんの一般質問を終結いたします。 

 

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

─── 

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時０３分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成26年東伊豆町議会第１回定例会第２日目は成立いたしましたので、開会い

たします。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

─── 

 

◎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 一般質問 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

─── 

 

◇ 須 佐   衛 君 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さんの第１問、町長の政治姿勢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） おはようございます。 

  今日は３問通告してあります。一問一答にて御回答をお願いいたしたいと思います。 

  まず１点目として、町長の政治姿勢についてということで、平成18年第２回定例会は町

長が就任して初めての定例会であったが、その際の基本姿勢について達成度を伺うということ

で、１点目、町民の声がいつでも届く町政。 

  ２点目、人づくり町づくり支援。 

  ３点目、景観の保全及び環境対策。 

  ４点目、少子高齢化、福祉社会への対応。 

  ５点目、産業の振興発展ということでお願いいたしたいと思います。 

○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） おはようございます。 

  須佐議員の第１問、町長の政治姿勢については５点からの質問となっておりますが、１点

目、町民の声がいつでも届く町政、２点目、人づくり町づくり支援、３点目、景観の保全及び

環境対策、４点目、少子高齢化、福祉社会への対応及び５点目、産業の振興発展につきまして

は、関連がありますので一括してお答えいたします。 

  須佐議員も御承知のとおり、私は「みんなが安心して暮らせる町、笑顔があふれる町」を

政治信条として掲げており、高度化・多様化する住民ニーズを的確に把握し、町民の立場に立

った質の高い行政サービスを提供するため、一日町長室、オープン町長室を設置し、毎月１回

を目途に開催してまいりました。基本姿勢は維持しつつも常に新たな課題に向けて取り組んで

きたところではございますが、目まぐるしく変化する社会の中、また非常に厳しい財政状況と

いう制約の中で施策の全てを実現することは困難でございましたことに対し、御理解をお願い

いたします。 

  また、達成度につきましては、町民から寄せられた御意見・御要望の中から事務事業の緊

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て迅速に対応を図り、町民目線でま

ちづくりを推進してきたところであり、これらの項目を数値としてお示しすることはできませ

んが、飯田議員の第１問の５点目、町民満足度調査の実施についてでもお答えしたとおり、第

５次総合計画の中で数値目標等を設けており、今後、達成度を確認するためのアンケート調査

により町民の満足度を把握してまいりたいと考えております。 



○議長（鈴木 勉君） 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。 

  今、オープン町長室の話、あと一日町長室の話があったわけなんですけれども、もし数字

が出ましたら、平成23年度ぐらいから３年ぐらいで何人ぐらいの方がこの一日町長室、それ

からオープン町長室に参加したのかということを教えていただければというふうに思うんです。 

  かなりの方がお見えになっているとは思うんですけれども、やはり町長が町長室にいて皆

さんが来るのをお待ちしているというスタイルが浸透してきているのかなという気もするんで

すけれども、昨日の定居議員さんのお話にもあったようにやはり町長室に来れないような方も、

なかなか時間がなくてということもあると思いますので、外に出向いていって、サークルなど

に顔を出して話を聞くということもやっていただけるとありがたいのかなというような感じも

しますし、また、今、一日町長室というのは、話の内容が余りオープンになっていない部分が

あると思うんです。ですので、町にとって有益な話であればどんどんオープンにして、皆さん

でそういったことについて話し合えるような環境づくりというものも必要ではないかというふ

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。 

  また、町民の声がいつでも届く町政という話の中で、機構改革ということで、住民福祉課

にインフォメーション担当というものを設置したいという話があったかと思います。これは、

私も平成24年９月の議会で、コンシェルジュというような話の中で、庁舎内の御案内係とい

うものを設置したらどうかということを提案させていただいた経緯があると思うんですけれど

も、なかなか役場というところは、敷居が高いといったらあれですけれども、入ってきて、特

にうちの役場の場合は、駐車場から来ますと、１階から漁民センターのところから上がってく

るというようなことがありまして、受付がないとどこに行っていいのかわからないといったよ

うなことがあると思うんです。ですので、受付ブースみたいなものを置いて、そして受付にま

ず行ってそこから御案内するというような、ただ単に３階のあちらですよ、２階のこっちです

よということではなくて、その受付担当の方がお年寄りの方でしたら一緒に歩いていって、そ

の担当課まで御案内するような形をとっていったほうがいいんではないかなというふうに私は

思うんです。ですので、その辺のところもまた御検討いただけるとどうなんだろうかというふ

うに思っております。 

  また、２点目の人づくり町づくり支援ということでは、役場職員の意識改革による提案型

志向の町政の推進ということがあったかと思います。また、先進地への派遣、研修の実施とい



うような話もそのときに町長はお話しされたと思うんですけれども、現状、職員からの提案と

いいますか、職場内でこういう事業改革をしようとかというようなことが実際にあるのかどう

かというようなことも一つお聞きしたいのと、このときに語られていたのが、やはりＮＰＯ法

人をこの町内につくりましょうというような話があったと思います。 

  今現状、若い人たちがグッディーズというダンスのＮＰＯ法人を立ち上げたことがあると

いうことなんですけれども、なかなかいろいろな面で、今、町の財政が厳しい中で、これから

協働参画によるまちづくりといいますか、町政の運営というものも大切になってくると思うん

ですけれども、その辺のところも考えますと、これからますますＮＰＯ法人の設置というもの

も考えていく必要があると思うんです。 

  先日、１月22日でしたけれども、伊東市の市役所で「ＮＰＯプレゼント講座ｉｎ伊豆」

という会合がありました。これは「市民と行政で考える協働の基盤づくり」という演題で行わ

れたんですけれども、熱海から伊東と、この伊豆半島の中でＮＰＯにかかわっている人たちが

集まってくるような会合だったんですね。そのときにこういった資料が配られていたんですけ

れども、そのときにお話しされたのが、講師が川北秀人さんという方で、「ミスター協働」と

いうふうに言われるぐらいＮＰＯや市民団体、行政の協働のまちづくりを推進している方だっ

たんです。 

  その際に、伊東の市役所の職員が10人ぐらいお話を聞いて、会場の運営を手伝ったりな

んということがあったんです。そういったところにもぜひ東伊豆町の職員の方も来ていただい

て話を聞いていただけるといいなというふうに思った次第で、私はそういう会合にたまたまよ

く参加するんですけれども、松崎町の職員の方で熱心な方がいて、よく参加する方がいます。

みずから町をよくしたいという考え方を持って参加しているのか、役場の中で行けと言われて

行ったのかわからないんですけれども、これからの町の行く末というものをそういう形で見て

いくということが必要なのかなというふうに思いました。 

  ３点目の景観の保全と環境対策ということで、景観のことに関してはこれまでも町長とい

ろいろ、風車の問題とかも含めて話をさせていただいた経緯があると思うんですけれども、以

前、この議会においても環境美化条例というようなものの提案を議会のほうからさせていただ

いたような経緯もあったりということで、景観に対する考え方というのは議員も大変関心が深

いというふうに思うんですけれども、今後、その景観条例というものも制定していかなければ

いけない、あるいは第三者機関を設置して、この町の景観というものをどういうふうにすれば

いいのかということもあったかと思うんです。その辺のところを今後どうしていくのかという



ことも含めてお聞きしたいなというふうに思います。 

  それと、４点目の少子高齢化と福祉社会への対応ということで、これは、町長は出産祝い

金制度というものを創設しまして、一律５万円を祝い金として町民の方に差し上げているとい

うようなことがあったかと思います。これも上を見れば切りがないと、財源が幾らでもあれば

そういったものの対応もあると思うんですけれども、南伊豆町ですと第１子・第２子は５万円

で第３子以降は10万円、他県のほうを見ますと100万円とかという話も耳にしたりするわけな

んですけれども、やはりこの町は子供が大変少なくなってきているということを考えますと、

大胆な祝い金というか、そういう形のものを考えていく必要があるんではないかなと思うんで

すけれども、その辺のところはいかがかなというふうに思います。 

  また、５点目というところでは、産業の振興発展ということで、平成18年にも、グリー

ンツーリズムやブルーツーリズムへの支援という点、それから団塊の世代を中心としてＩター

ン・Ｕターンに伴い定住促進を踏まえた休耕地の有効活用といったような話があって、窓口の

設置が徐々に進められているとは思います。昨日の話を伺いましても、空き家対策とか耕作放

棄地の問題等も踏まえましてこれからどんどんやっていく、そんな中でもやはりＮＰＯなんか

も大切になってくる、そんな話もあったかと思います。グリーンツーリズムやブルーツーリズ

ムは第５次総合計画の中でも観光の柱としてということがあったものですから、この辺のとこ

ろの力の入れぐあいというものもこれから観光に関して必要なのではないかなということを思

いました。 

  以上についてお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 答弁漏れがありましたらちょっと言っていただければ。 

  まず、一日町長は23年度からどのぐらい来たかと、これは手元にありませんから後で詳

しく資料は提供するつもりです。一日町長室は平均二、三人だと考えてもらって、多いときは

五、六人来ますし、来ないときはゼロとなりますから、平均二、三人と見ていただいて結構だ

と思います。 

  さらに、オープン町長室のほうは大体平均８人ぐらいだと思ってもらっていいんではない

か。多いときは十何人も来ますし、少ないときは四、五人という中で、おおむねそのぐらい。 

  そして、オープン町長室は、人数的なことはともかくとしてオープンにしたらどうかとい

うことは、やっぱりこれはプライベートなことが結構多いもので、その辺は、再三再四そのオ

ープン町長室のことを教えてほしいと議会の方からも言われましたけれども、結構プライベー



ト的なことが多いので、当然、町の提案等があればそれはいいですけれども、結構プライベー

ト的なことが多いもので、そのオープン町長室は。最初に考えた町の提案とかそういうことで、

一町民としてのいろいろな町に対する不平不満のほうがかえって多いんですね、はっきり言っ

て。こういうことをしてほしいとか、私が最初に考えた提案型というのはなかなか来ないのが

現状でございまして、この町に対するいろいろな要望・要求、日常生活に対するそういう要

望・要求が多いことがオープン町長室。 

  逆にオープン町長室というのは、40代の方がこの町をどうしてほしいかという中でやっ

ている話し合いでございますもので、これはいろいろなことが出てきます。そういう中で、議

会のほうからすぐ、町長は若い人の意見を聞いてすぐ予算をつける、そういう声もありますけ

れども、基本的にはもう若者はやる気があるんですよね。やる気がある中で、やはり失敗して

もいいから、自分は最終的にやれと言った中でやらせているんです。そういう中で、今回いろ

いろ、グッディーズもそうです。先ほど言ったＮＰＯも若者たちのために、この町はＮＰＯが

ないからどうしても立ち上げてほしいという中で、グッディーズがＮＰＯを立ち上げくれたの

が現状でございます。 

  そういう中で、この東伊豆町をこれからどうやっていくかという中で、私は、大変楽しみ

な会がオープン町長室なんですね。若者たちが町のことに関心を持って、この町の将来のこと

をどのようにしたいということを言ってくるもので、それに対して町はその方々に支援してや

りたい。そして、できれば少ない予算でもいいから現実にやってみて、それは失敗してもいい

じゃないですか、失敗したらすぐやめればいいんですから。何しろ若者のやりたいという気持

ちをやっぱり大事にしてやる中でオープン町長室をやっているもので、これは継続してやって

いった中で、この東伊豆町の将来のことを担う人材育成をしていきたいと考えております。 

  それから、インフォメーションのことを言われました。これは、今の議長の鈴木議員が私

が平成18年に最初に町長になったときに提案されて、すぐに設置いたしました。半年間設置

した中で、やっぱり自分たちが思ったよりもちょっと違ったかなという中で、須佐議員の言う

ように、我々もそのインフォメーションをつくれば町民とかそういう方が、より役場に対する

あれがいいんじゃないかと。逆にやった中で、インフォメーションをつくった中で、逆に町民

から入りにくくなったという声もあったんです。そういう声がかえってうちのほうに入ってき

ました。基本的にはよかったというのと入りにくくなったという意見があった中で、やっぱり

私のほうの耳に入ってきたのは入りにくくなったという声が多かったもので、これは半年でや

めました。 



  そういう中で、基本的には住民課のほうでよく対応しているという中でインフォメーショ

ンをやめたのが現状でございます。また再度検討しますけれども、平成18年には一応そうい

う声が多かったもので、鈴木議員が提案してすぐ設置した中でそういう声があったもので、や

っぱりインフォメーションを設置してもその費用対効果がなかったということで半年でやめた、

これが現状でございます。 

  さらに、オープン町長室に来られないに対しましては、昨日、定居議員が言ったようにそ

れは要望があれば出てきますし、そして最初にやったときに隔月で、稲取、白田、福祉センタ

ーとやったんです。しかし、城東でやるとやっぱり人が少ないんですよね。だから、二、三回

やった中で基本的にはもう稲取のこのロビーでやるようなことになりました。 

  だから、須佐議員の言ったようにそういう要望があれば、なかなか自分から行くというこ

とはわかりませんので、そういうサークルとかいろいろな方から要望があれば、時間が調整で

きればそれはどんどんそういうところに参加して、皆さん方の意見を聞いた中でまちづくりを

やっていくということは、昨日、定居議員に言ったような感じでやっていきたいと考えており

ますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  次に、人づくり町づくりの職員、これは基本的には、職員が今すごく一生懸命やって、議

会のほうからはちょっと補助金に頼り過ぎではないかと言いますけれども、職員みずから、こ

ういう補助事業があるからどうですかということをこっちに言ってくれています。そういう中

で、自分もこの事業はいい事業だからやりましょうというような中で、職員のほうから積極的

に県・国のほうにアンテナを高くしてやっているのが現状でございますもので、それが提案型

といえば提案型でしょうね。 

  それで、研修におきましては、議会の皆さんから理解いただきまして職員の研修費を上げ

ております中で、その職員の研修はやるというのが現状でございます。 

  さらに、一番うれしかったのは、この町にＮＰＯがなかった中で、さっき言ったようにグ

ッディーズさんがＮＰＯを立ち上げてくれた。これは町は大変頼もしく思っていました、ああ、

よかったなということで。これはある程度、町が支援できることは支援して、フル参加させて

いきたいというのが今の私の考えでございます。 

  須佐議員が言ったように、いろいろな会合に職員が行く。伊東市でやったから伊東市の職

員が10人いたという中で、やっぱり職員はそれなりに勉強しております。だから、その辺は

自分自身は職員の研修にも、あと、今年は職員の研修がもう少しでないというのも聞いており

ますし、職員は自発的にも自分でここで勉強したいという中で、大分職員の意識も回復してき



たかなというのは今考えております。 

  それから、景観の保全及び環境対策、これは、景観条例大変難しいということは前回も須

佐議員に担当部のほうから言ったと記憶しております。そういう中で、将来的には景観条例を

町はつくっていきたいと考えておりますけれども、そう簡単にできるようなことではないとい

うことは担当課長からも聞いていますし、難しいかなと思っています。将来的には景観条例を

つくっていきたい、これが私の考えでございます。 

  そういう中で、若者の中で景観づくりの会議というものをつくった中で一応この町の景観

のよいところ、悪いところをやっている中で、これは景観条例ではないですけれども、その景

観づくりの会議の委員が国道を走ってもらった中で、この辺は景観が悪いからちょっと木を切

ってほしいとかやっていたんです。それはすぐ対応いたしました。一般のそういう景観をやっ

ていく中でそういう人たちの意見を聞いた中でまちづくりをやっていくのは、また違う意味で

のまちづくりができると考えておりますので、これは将来的にもやっていきたいし、景観条例

はつくっていきたいけれども、これは時間がかかるということだけは須佐議員も御理解願いた

いと思います。 

  次に、少子高齢化、福祉社会への対応の中で、今、祝い金の５万という話が出た中で、他

町村は３子には10万、そしてまた100万と。自分自身も矢祭町で100万と聞いたとき、これは

一どきに100万円やるんではないですよね。状況、状況によってトータルすると100万円にな

るという中で、それでは自分自身も、では４子以上は100万にしようかとかいろいろ検討した

中で、今考えているのは、要するに小学校、中学校に入学するときにお金がかかるもので、で

は、そのときまた一時金としてやろうかと考えておりますけれども、今、財政状況が大変厳し

いです。 

  そういう中で、自分自身がやりたいとしても財政が許さないとそれはできないことですか

ら、自分の頭の中では財政が許せば、基本的には今、祝い金が５万、小学校、中学校に入学す

るのにお金がかかるもので、これにも５万ぐらいやりたいなと考えております。財政状況が大

変厳しいですから、これはなかなか実現できないと思いますけれども、自分の頭の中で今、２

子・３子に10万円やるとか、かえってそのほうが自分自身はいいんではないかと頭の中で考

えています。しかしながら、これは実現するかどうかはわかりませんけれども、自分の頭の中

ではそういうふうに考えていることだけは御理解願いたいと思います。 

  最後に、産業の振興発展、グリーンツーリズムと言いましたが、これは当然、町としても

やっていきたいですけれども、それ以外にいろいろな、徐々にこれはやっていきますけれども、



すぐにはできませんもので、この辺は検討してやっていきたいというように考えてございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 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。 

  まず、１点目の部分、町民の声がいつでも届くというところで、インフォメーション担当

を置いたということでちょっと入りにくくなったという話があった。その辺がちょっとわから

ないんですよね。案内の方がいる。きちんと、ブースみたいなものがないと私はだめだと思う

んです。ブースみたいなものがあって、それで周りにパンフレットとかがあって、受付とか、

きちっとそこに常時その人が座っていて、何かのときに御案内するとかというようなスタイル

を確立するというんでしょうか、そういうことが大切なのかななんていうふうに思うんですけ

れども、その入りにくくなった理由がちょっとわからなかったもので、またお願いしたい。 

  それから、今、ＮＰＯの話が出てきたんですけれども、これが非常に難しいのが、事務処

理とか手続とか申請とか、そういったことが非常に一般の住民からすると難しいんです。グッ

ディーズさんの場合も専門的にちょっと知識があった方がお手伝いしたりとか、今、自分たち

もエコツーリズムをそんな形でやっているんですけれども、なかなかそういった意味で事務処

理的なことは。 

  ですので、こういうことを言うと怒られてしまうかもしれないんですけれども、退職され

た方で非常にまだ元気な方と言ったら失礼ですけれども、まだまだ職員を退職されてもこの町

のためにやっていただけるような方がいらっしゃれば、そういう方ですと協働で一緒になって、

ＮＰＯの申請のそういう窓口的なものをできるような仕組みというものがあるといいんではな

いかなというふうに思うんです。そういうふうにやっていかないと、いつまでたってもＮＰＯ

ができないままになってしまうと思うんです。やはり職員の方は皆さん、事務処理にたけた方

ですので、そういうお手伝いをするような形の仕組みができないかなというふうに思ったもの

ですから、その辺のところでどうかなというふうに思います。 

  景観に関しては、今お話を伺いましてまたちょっと進めていただければというふうに思う

んですけれども、看板の設置とかというのが景観でよく出てくると思うんですけれども、昨日

もそういう議論があって、町なかにちょっと看板があればという話で、奈良本でも最近はけや

き公園まで歩いてこられるような観光客の方もよく見かけるようになって、私ばったり会うと

きがあるんですけれども、やっぱり小さい道しるべみたいな看板でいいから欲しいと。 



  そんな中で、これも人づくり町づくり支援かもしれませんけれども、やはりこの協働のま

ちづくりということで、今また北川でもテラスの設置なんかをやっていると思うんですけれど

も、財源は町が見ていただいて人工に関しては町民がやるというような感じの一つにその景観

の手助けということがあるんではないかというふうに思いましたものですから、一つお話しさ

せていただきました。 

  ４点目に関しては、これはやはり祝い金の関係、やっぱり財政が厳しい中で、今、町長の

ほうから、入学時でお金がかかるというときにその都度その都度援助してあげるという仕組み

は、それはいい仕組みだなというふうに聞いて思いました。 

  そんな中で、これもちょっと耳が痛い話かと思うんですけれども、給食費の話もあったか

と思います。私、議員として今、給食審議会というものに出席させてもらっていますけれども、

消費税が上がるという中でアンケートを実施するということで、物の値段もちょっと上がって

きているということの中でこれはまた町長に考えていただいて、給食費そのものの値上げとい

うのは、町長御自身、この場でおっしゃった経緯もありますし、やはり各家庭の負担も増して

きますから、消費税の部分はそういうアンケートかもしれないですけれども、給食費そのもの

の値上げは据え置いていくということをお願いしたいと思うんです。 

  ５点目に関してですけれども、産業の振興発展ということです。これはその当時もユニバ

ーサルデザインとかバリアフリーとかという話があったかと思うんです。今、国会でも東京オ

リンピックに、やはりパラリンピックのほうに重点を置きながら、体の不自由な方の大会とい

うものを支援しようというような動きも耳にするようになっているんですけれども、その一方

で、町内では最近のニュースでもホテルの廃業とか旅館の廃業とかという話も聞く中で、産業

の振興発展ということでは、思い切ってそういったようなホテルとか旅館というところを、町

が買い取ってと言ったらこれは大きな話になるかもしれないですけれども、町営のホテルとい

いますか、町が経営するホテル・旅館というものをやっていただいて、体の不自由な方専用の

バリアフリーのホテルですとか、あるいはそういったようなことも考えていただくとか、ある

いは観光立町ということを考えまして、従業員を確保する、雇用を確保するというようなこと

から、ホテルを町が乗り出してやるというようなことも大きな見方ですけれどもどうなのかな

と。このままですと地盤沈下していますから、町が乗り出すことによって、ほかのホテルにど

ういう影響があるとかというような問題ではなくて、何とかそこで支えるというようなことが

必要なんではないかなというふうに思うものですから、その辺のところでお考えをお聞きした

いと思います。 



○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目のインフォメーションの関係、これは先ほど言った平成

18年に、ちゃんとそういう場所を設けてブースもつくりました。そういう中でそういう結果

になったもので、半年ぐらいしてそのインフォメーションを撤退したんですけれども、須佐議

員の言ったようなことは平成18年に鈴木議員が提案されたときにやった中で撤退したという

のが現状でございますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  次に、ＮＰＯに退職した職員を、これは須佐議員の気持ちはわかりますけれども、基本的

には、職員が退職したら、なかなか区の役員がいないもので、ほとんど一、二年したらすぐ区

の役員になってしまいます。 

  そういう中で、今、須佐議員はＮＰＯに退職した職員と言いますが、基本的にはＮＰＯを

立ち上げるのはやっぱり民間の中で、グッディーズさんもいろいろ自分自身で１年半やって、

結構時間がかかりました。自分自身で勉強しながらやったんです。ある程度アドバイスはいた

しますけれども、退職した職員をＮＰＯにとか、そういうのはいかがなものかと思います。そ

れは本人、退職した職員がやりたければやってもらって結構です。しかしながら、町のほうか

ら退職した職員に対して、こういうＮＰＯの立ち上げに対して協力してやってくれとか、そう

いうことでは、自発的にやることは結構ですけれども、なかなか町のほうからそういうことを

言うのはおこがましいことで、これはもう退職した職員の気持ちでやるべきではないかと私は

考えています。 

  次に、景観、けやき公園、この前行ったときも、けやき公園を指定管理している方からそ

の道しるべのことは言われましたもので、その辺はまた対応してまいりたいと、今、頭の中で

は考えております。須佐議員に言われる前に、私はけやき公園へ行った中で、けやき公園の指

定管理者の方から、来る人がなかなかこのけやき公園に来る道程がわからないということを言

われましたもので、これは対応していきたいと考えております。 

  それで、給食費の値上げ、これはやっぱり時代が来れば値上げせざるを得ないかと考えて

います。給食費の補助を出すときにも、子供のいない人からも結構クレームがありました、は

っきり言って。なぜ我々は子供がいないのに税金で給食費の補助を出すのかとか、そういうよ

うなこと。確かに、公約で言いましても、そういう声も私どものほうに入ってきました。しか

しこれは公約ですからね。公約である程度出すという中で、財政状況の中で一部ですけれども

出す中で、給食費の補助に対しては結構、我々は子供がいないのに出していいのか、そういう

ことはいろいろ言ってきました。そういう中で、給食費の値上げをしないでほしいと言いまし



ても、材料費とかそういうのが上がってくれば当然、給食費の値上げはやむを得ないのではな

いかと考えております。そういうことで、給食費も一部分を補助したので、さらに給食費を値

上げしたりその材料費までもまたさらに給食費の補助を上げるということは、今、自分自身は

考えておりません。 

  そういう中で、材料が値上がりしたらそれはそれなりに自己負担の中で父兄の方にお願い

したいというのが私の考えでございますもので、給食費の値上げということは、今後、いろい

ろな社会情勢の中では当然あることではないかとは考えております。 

  さらに、町営の旅館に対しましては、お金が無尽蔵にあるならこれはやりますよ。やりた

いのが現状です。しかし、これをやったことによって町が財政破綻して、それこそ夕張市みた

いになったら、とてもじゃないです。そういうような須佐議員の気持ちもわかりますけれども、

最後はやっぱり自助努力の中でホテル・旅館が勝ち抜く。そういう中で、最低限の支援はして

いきたいと考えておりますけれども、町営の旅館というものは一切、今、町は考えていません。

もしそれをやったら、夕張市みたいに財産破綻を起こした中でこの東伊豆町はなくなってしま

うと自分自身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。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、図書館の運営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） 第２問、図書館の運営についてということで、①平成23年から25年

の図書館の利用者数について伺う。全体数のほか、稲取地区、熱川地区別。 

  ②今後の利用促進についてどのようにお考えか。 

  以上でございます。 

○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） これは教育委員会関係の質問でございますもので、教育長より答弁さ

せますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

（教育長 金指善郎君登壇） 

○教育長（金指善郎君） 第２問、図書館の運営についての１点目、平成23年から25年の図



書館の利用者数について伺う。全体数のほか稲取地区、熱川地区別につきましてお答えいたし

ます。 

  年度別の図書館利用者数は平成23年度は１万6,007人でした。その中で稲取地区が3,337

人、熱川地区が１万1,534人。平成24年度は１万6,674人で、稲取地区が3,395人、熱川地区が

１万2,063人。今年度は１月末現在で１万3,515人、稲取地区3,030人、熱川地区9,670人とな

っております。 

  続きまして、２点目、今後の利用促進についてどのようにお考えかについてお答えいたし

ます。 

  図書館は、親しみやすく利用しやすい図書館とそれから活用人口の拡大を図ることを目標

に、従来の図書やＤＶＤの貸し出しということ以外に、ブックスタート事業、それから読み聞

かせ教室、図書館内の無線ＬＡＮ構築などを実施してまいりました。 

  また、平成24年度に図書館開館20周年を記念しまして図書館フェスティバルを開催しま

したところ、大変好評でしたので、毎年実施していく方向で計画しております。 

  これからも、図書館協議会委員の皆様や町民の皆様の声を聞きながら、皆様にとって利活

用しやすい図書館を目指して努力していきたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 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した。 

  今お聞きしまして、大体１万6,000人ぐらいの方が利用されているということで、これは

ミニミニ図書館のほうも含んでいるんでしょうか、本館だけということでしょうか。ミニミニ

のほうも入れますと稲取地区のほうはもう少し多くなっていると思うんですけれども、それに

してもちょっと地域差が出てきているというようなことが見受けられるんではないかというふ

うに思います。大体、稲取地区の利用者の方は熱川地区の利用者の４分の１ぐらいですか。こ

れはやはり町営の図書館ですから稲取地区の方も来て、今、教育長が言われたように、図書館

というものを広く御利用していただくというのが目標であるんだというふうに思うんです。 

  その辺に関して、実際に稲取地区の方たちに利用してもらうような工夫といいますか、そ

ういったものは実際にどういうふうに考えておられるのかお聞きしたいと思うんです。 

  以前、私、図書館の近くのスーパーで、ある方がお孫さんを２人連れて、稲取地区の方だ

ったんですけれどもお会いしたので、あれ、こんなところで買い物ですかというふうにお話し

したら、図書館に来ていて、ここでちょっと今お昼を買っているというお話があったんです。



そういう形で、家族の方が連れてきていただけるような感じの環境にあるんでしたらいいんで

すけれども、やはり図書館というところは、子供も歩いていけるというところはちょっと難し

いと思うんですけれども、バスなんかがあって、そのバスに乗っていって図書館が利用できる

というような、そういうサービスがあるといいんではないかなというふうに思うんです。自主

運行バスを利用しても図書館に行くときは無料にしてあげるとか、そういったような仕組みづ

くりというものが大事なの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か

なというふうに思います。 

  図書館というのは、稲取ではミニミニ図書館で本が借りられると思うんですけれども、や

はり空間を利用するということがすごく大切なことですよね。例えばレファレンスサービス、

物を調べたりとか勉強したりするところがうちの図書館はあるというのはすばらしいなという

ふうに思います。そういうところを利用するということも大切なことだと思いますので、その

辺のところで何か利用者の拡大を図るような工夫というものがあればどうかなというふうに思

います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君） それでは最初に、ミニミニ図書館の利用状況の報告を

させていただきます。 

  ミニミニ図書館につきましては、平成23年10月１日から開館をさせていただいて、23年

度につきましては2,300人、24年度については4,485人、それから25年度は１月末現在ですけ

れども3,226人になっています。 

  先ほど教育長のほうから利用者数を報告させていただきましたけれども、それにつきまし

ては図書館本館のほうの数字になります。 

  当初、平成４年に図書館が開館して以来の利用者数の統計を見ますと、平均２万人前後の

方が年間利用されています。数字的に見た内容ですけれども、本館が平均１万6,000人、それ

からミニミニ図書館が4,000人ということで、大体の平均が合算されたのではないかなという

感じがします。 

  それから、ミニミニ図書館開館に当たりまして、当然、本館は奈良本地区に建っていると

いうことで、稲取地区の町民の皆さんの利便性を考慮した中でミニミニ図書館を開館という経

過を聞いています。 

  それから、稲取地区のミニミニ図書館に来館した際のレファレンス等の利用の、本の貸し

出しの関係ですけれども、一応、ミニミニ図書館に来られて本がない場合については、当然、



直に本館に問い合わせをさせていただきます。本館にない図書については、貸し出ししている

本もあるかもしれないのでその辺のやりとりをした中で、なおかつ、ない場合については市・

町に、県内近隣市町村ですけれども、相互貸し出しという制度があります。その中で本を取り

寄せて来館した町民の方に貸し出しをさせていただく。もしそれでもない場合については、リ

クエスト本ということで図書館本館のほうに要望をいただいて、検討して内容的なものがあれ

ば、図書館のほうでリクエストブックということで購入した中で貸し出しさせていただくとい

う形で、今、運営をさせていただいています。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、バスの問題が出ましたので、バスのほうは当局の関係でございま

すので答弁させていただきます。 

  まず、稲取地区、城東地区に図書館が欲しいということは先輩議員の方からも私が町長に

なってからそういう質問があった中で、本館が向こうにあるということで何とか稲取地区をよ

くしてほしいと。車を使った移動図書館ですか、そういうことも先輩議員からも提案されまし

た。そういう中で、なかなか経費もかかりますので、体育館ができたものでそこでミニミニ図

書館をつくった中で、稲取の方にはそれで対応していただきましょうというのが今の現状でご

ざいます。 

  そういう中で、須佐議員から稲取地区の方の自主運行バスの無料化ということを提案され

ましたけれども、今、現実に稲取地区の方からそういう要望は来ておりませんし、須佐議員か

らそう言われましたけれども、ましてや図書館の運営協議会もある中で、その運営協議会の中

におきましてもそういう声が出てきておりませんもので、今現状としては、皆さん方は財政状

況が厳しい中、一生懸命努力した中でそういうことをやっていると考えておりますもので、今

そういうことは町は考えておりませんので、また町民の方とか運営協議会の中で、稲取地区の

対してこういうことをやったらどうかということを提案したいと考えております。今、現場の

ほうからそういうような声がないもので、本当はそれをやってやればいいんでしょうけれども、

やっぱり財政状況が厳しい中であれもこれも全部やろうといったらできませんもので、その辺

はまた御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 



○１番（須佐 衛君） 今、財政状況が厳しい中でという話があったわけですけれども、その

中で図書館の蔵書、新書といいますか、本・雑誌の購入費に関しては今年も前年並みというこ

とで維持していただいているということは、図書館の利用者にとってみれば本当に感謝だとい

うふうに思うんです。 

  そんな中で、充実した図書館を多くの人に利用していただくということを考えていただく。

先ほど教育長からもありましたように、図書館フェスティバルを20周年ということでやりま

して、去年もありましたよね。そんな中で、私も読み聞かせとか、そういったことで顔を出さ

せてもらっていますけれども、やはり子供たちも熱川地区の子供たちが多いんですね。ああい

う中にやっぱり稲取地区の子供たちが、それはもうお母さんたちが送っていけばいいではない

かということになるんでしょうけれども、何とかこの子供たちを、小さい子たちだけじゃなく

て中学生や高校生は勉強する場でもありますので、先ほどもレファレンスサービスという話の

中で、そういうところにもう少し行きやすくなるような感じのものを考えていただくというこ

とが必要なのかなというふうに思いました。 

  また、今、図書館の蔵書のほうも、やはり新しいものを買っていけばだんだん古いものも

蓄積してくるということで、百科事典みたいなものは、最近ネットとかで調べるということが

多くなってきて、その百科辞典等もそうでしょうし、どうも見る人が少なくなってきて、そう

いったものはやっぱりスペースをとるということがあると思うんです。 

  そんな中で、今、図書館といいますか、本の世界も電子図書化というものが進んでおりま

して、これもやはりお金がかかる話であれなんですけれども、そういうような百科事典とかと

いうものはそのデータ、ＣＤみたいなものを購入してパソコンで調べられるような仕組みにす

るとか、あるいはこの町では元町長の方が東伊豆町史なんていう立派な冊子をつくったことも

ありまして、私もそれに目を通させていただいたんですけれども、そういったものもあるし、

前にも築城石のことでお話しさせていただいて、データベース化というんですか、電子図書化

ということをしていくことが将来的に必要になっていくんではないかなというふうに思います。 

  その辺のところで、今後、図書館の省スペース化というものを図っていくと。今までスペ

ースをとっていたもの、辞典とか、そういった省スペース化というものを図っていくことによ

って机が１つ増えて勉強するスペースが増えるとか、あるいは文化財等も整理しておけばそこ

の図書館にうまくそのコーナーをつくって置けるとか、そんなことも可能になってくるんでは

ないかなというふうに思いますので、ちょっとその辺のところもお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 



○教育長（金指善郎君） 図書館の利活用につきまして、まず、先ほどから町長が申しており

ますように財政の問題がかなり大きくあると。それから、町の形態として大川地区から稲取地

区まで横に非常に長いという中で、どこへ図書館を建てたらいいのかというようなことも一つ

の大きな問題であったかと思いますけれども、今、奈良本に図書館があって、奈良本地域に近

い人は割と利便性がある。だけども、稲取と言っているけれども、大川のほうもかなり稲取と

同じように遠いでしょうし、そんな中で図書館の職員がとにかくいろいろ工夫をしてくれてお

ります。 

  それも実は財政問題が絡んできます。もっと図書館司書の資格を持った正規の職員が多く

配置されればそれなりに外へ出て出前をしていくような、いろいろな事業も見えるんですけれ

ども、何せ臨時の職員を無理やりお願いしている状況があって、そこまで、アイデアがそのま

ま実践につながっていくかというのは、お金の部分もあったりいろいろ難しい部分があります。 

  そういうことで、とにかく町民が利活用、利便がいいような方向では、私が考えられない

ものですから、図書館職員が一生懸命、今努力して少しずつ広げてくれておりますので、今後

さらに工夫していけたらなというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 図書館の本のデータベース化、須佐議員が言いましたけれども、図書

館自体の本来の目的がまた違うと思うんです。やっぱり図書館の本来の目的は、自分がそこに

来て本を読んで、スペースがあるなら、それは勉強スペースは必要ですよ。そういう中で、今、

基本的に図書館が使用されているのは、勉強する人が多くなってきたという中で大分図書館の

目的とはまた違う方向で、当初示したあの図書館はそこで本を読んでいただくということでし

たけれども、今、大分時代が変わってきまして、そこで勉強するというのが主になってきてい

るような感じがします。それも受験勉強です。はっきり言って。だから、図書館本来の目的で

はないんですよね。 

  図書館本来の目的は、やっぱり図書を読んで、その図書に対して勉強をする、これが図書

館本来の目的ですけれども、要するに受験勉強、あそこが快適だからそういう勉強をする、そ

ういう人が大分増えてきました。だから、それは図書館本来の目的では私はないと考えており

ます。図書館で、その図書館にある蔵書の中で勉強する。これはいいですよ。しかし、現在の

使い方が、私が聞いているのは受験勉強をする、そういう使い方で、エアコンもきいていて大

変すばらしい環境なもので、そこで勉強する。それを聞いて、ちょっと図書館の本来の使い方

と違うのかなということを今、自分自身は考えております。 



  また、データベース化というのは、基本的には町が調べたもの、例えば築城石は当然紙で

はだめですからＣＤに入れてデータベース化、これはやっていきます。しかし、全ての本をデ

ータベース化というのは果たしていかがなものかと思うし、まして今、図書館というものは、

須佐議員が言ったように使い勝手が、ほかの町はほとんどつくらない中で民間と提携して図書

館をやっていくとか、そういう中でも、これからは自治体独自の図書館というのは、財政も大

分厳しくなってきましたもので、民間と提携した中でやっていくような時代になっていくので

はないかと自分自身は考えています。当然、資料のデータベース化は町はやっていくので、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） 次に、第３問、男女共同参画社会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） ３問目、男女共同参画社会について、①当町の男女共同参画推進プラ

ン「輝いてひがしいず」が策定され４年経過するが、その達成状況は。 

  ２点目、今後、職場での女性の役割が増してくると思うが、当町での捉え方はいかがか。 

  以上です。 

○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） 須佐議員の第３問、男女共同参画社会については２点からの質問にな

っています。２点目については私から、１点目については教育長から答弁させますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、２点目の今後職場での女性の役割が増してくると思うが、当町での捉え方はい

かがかについてお答えいたします。 

  御案内のとおり、男女雇用機会均等法が昭和61年に施行され、平成９年には同法律が改

正されたところでございます。 

  また、「女性が輝く日本」の実現に向け、女性の役員、管理職の登用に関する目標設定の

奨励や情報開示の促進、女性の活用に積極的な企業への優遇、女性の働く意欲を促進するため

扶養控除や年金制度の見直しなど、国では成長戦略進化のための方針を打ち出しております。 

  静岡県では、男女共同参画基本計画において、「政策や方針の決定の場における女性の参



画拡大」など、４つの重点テーマを掲げてさまざまな施策を展開しております。 

  当町では、基幹産業である観光産業を初めとしたお客様へのきめ細やかなおもてなしや、

女性の視点から見た発想や企画力など、今後も女性力を必要としていることは認識していると

ころでございます。 

  今後も、さらに男女共同参画の実現に向けての意識と意欲を持って進めてまいりたいと思

いますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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、１点目の当町の男女共同参画推進プラン「輝いてひがし

いず」が策定され４年経過するが、その達成状況はについてお答えいたします。 

  男女共同参画プランは、平成15年２月から18年５月までの間に東伊豆町男女共同参画策

定委員会により審議がなされ、平成18年５月に「輝いてひがしいず 男女共同参画プラン」

が策定されました。その後も本計画に基づき推進を行っております。 

  具体的には、静岡県くらし環境部男女共同参画課及び男女共同参画センター「あざれあ」

で作成されるパンフレット等により、町内の自治会や事業所並びに町民の皆様に対し情報提供

をするという活動を行っております。 

  達成状況につきましては、プランの目標とする「男女共同参画社会の実現」を掲げ推進し

ているところですが、家庭・職場・地域等と幅広い範囲にわたり、またそれらの内部にまで及

ぶ内容であることから目標達成の把握は難しく、プランによる具体的な数値目標も特に定めて

いないため、数値等で示すまでには至っておりません。しかし、男女共同参画の最大の目標で

ある男女平等といった言葉の意味については、現代社会の中で当たり前のように使われている

言葉でありますから、プラン策定時期から比べると理解度が深まっているものと考えておりま

す。 

  これからも男女共同参画推進を啓発していきたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 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。 

  今、町長からもありましたように、国のほうも女性の力といいますか、活力を生かしてい

こうというような取り組みが進んで、成長戦略の中核に位置づけているというような話があっ

たかと思うんですけれども、子育てをして再就職とか、また起業支援といったような国の政策



というものが今あると思うんです。 

  うちの職員も、女性の割合がどれぐらいるかというのはちょっとわからないんですけれど

も、例えば観光というところに視点を当てますと、この間の観光振興計画というところでもあ

ったわけなんですけれども、今、女性が旅行の中心になっているというような形態が多くなっ

てきて、行き先を決めて、食べたいものを食べるのも見つけるのも女性だと。なかなか男がそ

ういうところに介入してこないというような、大体男なんていうのは露天風呂の眺めぐらいで、

あとは女性が全部、旅行の行き先から何から決める。そういったような状況がある中で、例え

ば観光商工課というのは、やっぱり女性の発想とかそういったものをもっと生かしていくこと

がこれから重要になってくるんではないかなというふうに思うんです。やっぱり企画力ですと

かそういったところ。 

  その辺のところで、今見ていますと、庁舎内、これはいろいろあると思うんですけれども、

女性がいろんなところに配置されてそれはいいんでしょうけれども、１つにまとまって、グル

ープといいますか、女性室とかというふうに言ったらおかしいんでしょうけれども、何か１つ、

女性が企画を出せるようなセクションというんですか、そういったものがあるともっと見方も

変わってくるんではないかなというふうに思うんです。 

  その辺のところはいかがかなというふうに思うのと、あと、当町においての管理職ですね、

女性が管理職につくということが今までないというふうに聞いたんですけれども、その辺のと

ころで、女性の管理職、国でもこの間、防衛省で課長が女性になったとかという話が出てきた

りもしておりますが、その辺のところをどういうふうにお考えかなというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、須佐議員から、企画室といいますと女性だけのはっきり言って課

ですよね、そういうことをやったらどうかと言われましたけれども、果たして女性だけのそう

いう企画室的なもの、これはプライベートでつくるならいいですけれども、１つの課としてこ

の役場庁舎内につくるのは私はいかがかと考えております。 

  そういう中で、各女性の発信とか企画した力は大変重要だと考えておりますもので、その

辺は各課によって、例えば観光・企画、この辺が基本的にはまちづくりの中枢になってくる、

総務課の中になってくるならですね、それは当然その課にいる女性たちはそういう企画はして

いるということは部署は考えております。 

  そういう中で、企画室を設けたらかどうかということは、私は、女性だけというのはいか

がなものかと思うんです。それはプライベートの中で、また私が女性職員の前でいろいろ話し



た中でこういうことをやったらどうかと提案する、それはいいと思います。企画室はちょっと

いかがなものかと、私は今その辺は考えております。 

  そういう中で、女性の管理職は当然これから出てきます。と申しますのは、今までは女性

職員もいた中でなかなかそういう機会もなかった。これからはもうある程度、能力主義という

言い方はおかしいが、能力プラス人間的な温かみがある中で当然、今後は女性の管理職が私は

出てくると確信しておりますし、既に課長補佐も１人いますし、その辺も徐々に、この時代に

おいては女性の管理職が出てくることは間違いないと、私はその辺は確信しております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今答弁いただきましたけれども、オリンピックも終盤を迎えまして女

性が活躍するシーンをよく見るわけなんですよね。これからもっともっと地域社会においても、

こういう地方においても女性の力というものを必要とする。現に女性のほうが町民の数が多い

わけですので、そういうものを期待しつつ、庁舎内での女性の活力というものをまた期待した

いのと、最近ちょっと驚いたんですけれども、アメリカの国務省のスポークスマンが正副とも

女性なんですよね。しかも30代かな、すごく若くて、女性の立場で発言している。日本の政

治に対していろいろな問題が今ありますけれども、あるいはケネディさん、駐日大使、そうい

う女性の立場の意見といいますか、そういったものがどんどん庁舎内に出てくることをまた期

待したいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、須佐議員が言うのは、やっぱりこれは国民性があるんですよね。

基本的には有能な人がいる中で、町にやってくれ、どんどんやってくれといってもやっぱり遠

慮しちゃうんですよ、はっきり言って。アメリカを見ていると、国民性が開放的でどんどんも

う、やると言えば当然出てきますけれども、やっぱり日本人は、特にこの田舎におきますと、

出る杭は打たれるではないですけれども、なかなか有能な人にやってくれと言ってもやってく

れないのが現状でございます。 

  そういう中で、今、町としてはいろんな委員会の中で女性は登用しております。特に、目

には見えませんけれども、教育に関しまして、今、教育委員の方が５人います。その教育委員

５人の中の２名が女性です。やっぱり女性の観点から教育を見続けることは大変重要だと考え

ておりますので、特に教育委員においては５名の委員のうち２名が女性でございますもので、



その辺に登用していくことだけは、町といたしてもその女性からの観点というのは、教育にお

いてやっているということから御理解願いたいと思います。 

  そういう国民性の中で、また須佐議員も言っていただければありがたいと思います。やっ

ぱりそういう性格的なこともありますので、有能な人がいてもなかなか、人前に出て話すのが

ちょっとおっくうな方もいますもので、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） 教育長、答弁しますか。 

  教育長。 

○教育長（金指善郎君） 男女平等にかかわることで、教育長の個人的な見解になるかもしれ

ませんが、子供たちが中学生までの義務教育の中で一番必要とするのは母性と父性のような気

がします。その辺は非常に難しいんですけれども、母性というのは女かと言われると100％そ

うでもないのかなと。今、微妙な世の中になりつつありますけれども、ただ、母性、父性とい

う力は必要だと思っております。今それがちょっと薄れてきているなというのは一つ教育界で

問題になっております。 

  一例ですけれども、小さい子供は、おじいちゃん、おばあちゃんが一生懸命かわいがって

面倒を見ても、最終的には「ママー」と行きますね。そこが多分、子育ての本筋のところであ

るような気がします。そのママと呼ばれる母性の部分、母親の部分で、子育てを本当に子供の

ためにやってくれているかなと思えるところが、各学校でいろいろ、あそこの家庭はねという

ようなことで問題になっている部分があるんですね、現実問題として。それが多いという意味

ではありませんけれども、そういう家庭が出てきている。 

  やはり子供たちが一生懸命勉強をして帰ってきたときに、「おかえり」というその声が必

要だなということをつくづく感じております。ただ、かなりの部分でよく母親の口から出るの

が、子供が学校へ上がったから、手がかからなくなったからパートに出るんだよという声も聞

こえるんですね。いや、そうじゃないんですよ。中学生だって、帰ってきたときにお母さんか

ら、おかえり、どうだったという声が聞こえるのが多分、子育てで一番大事なところではない

かなと私は思います。それがちょっと最近欠けつつあるのかなと。 

  それは男女共同参画社会と言っているからかと、その辺は難しいですけれども、ただ、私、

個人的に自分の子育て時代と今の20代から30代の人たちの子育て世代の様子を見ていると、

私は給料全部を女房に渡して、とにかくこれで家庭を守ってくれ、子供たちを頼むよ、子供た

ちにかかわるお金は俺が一生懸命働くからということで、それぞれの特質を持って、多分、共



同参画をしてきたと思っております。昭和20年以前の女性を蔑視するようなことは、今の世

の中、全くないというふうに私は思っております。 

  そんな中で、男女共同というのを余り強く言い過ぎると、母性という子供に一番大事な部

分が教育面から見たときに欠けてしまうのかなということで、ちょっとつらいかなという、そ

んな思いを持っております。 

  すみません、そんなところで。失礼しました。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で１番、須佐さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、11時まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午前１１時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

─── 

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、２番、内山さんの第１問、町長の政治姿勢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１問通告をしてあるものですから、よろしくお願いし

ます。 

  町長の政治姿勢を問うわけですけれども、少子高齢化が進みまして著しく人口が減ってい

るわけですね。それから、経済的にも大変な時期が来ることが予想されます。そんな点で、私

は、町長が町長に18年になったときに、中長期的な展望を描いてほしいということで、議会

に私が当選した後も何度かこの質問をしているわけですけれども、なかなかそういう町の姿が

見えてこない部分があるんですね。そういう点で質問をしていきたいと思っています。 

  まず、第１に、観光の再生と観光の振興、そして産業振興について、これを中長期的な視



点で捉えたものを教えてください。 

  それから２番目に、行財政改革についてはどう考えているのか。 

  それから３点目は、実際に基本構想も町にはあるわけですけれども、具体的なものがなく

抽象的な論だけなんですね。方向舵というか、そういうものしかありません。そういう点で、

具体的に将来的な町の展望というか、そういう姿をどうするのか、その辺について質問をして

いきたいと思っています。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） 内山議員の第１問の町長の政治姿勢については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。 

  １点目の観光の再生と観光振興・産業振興についてですが、町では、平成25年３月に策

定いたしました東伊豆町観光振興計画を指針として、「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」を観光のタウンスローガンに掲げ、東伊豆町ならではの魅力を最大限

に発揮し、心身ともに温まるような観光交流のまちづくりに取り組んでいるところであります。 

  施政方針でも申し上げたとおり、私といたしましては、これまで、町内の観光協会を初め、

商工会、農協、漁協などの関係団体とのパートナーシップを共有し、雛のつるし飾りまつりや

竹ヶ沢公園ほたる鑑賞の夕べ、細野高原すすきイベントなどに代表される当町固有の観光資源

を有効活用して基幹産業の振興・発展に努めてまいりました。 

  今後も、地域資源・文化の魅力を再発見し、眠っている宝に磨きをかけ、地域への愛着と

誇りを醸成しつつ、官民の協働による地域ブランド化、観光地域づくりに取り組むとともに、

観光産業を核として、農業・漁業などの１次産業、さらには商工業との連携による地産地消と

特産品のブランド化を進め、地域全体の活性化を図ってまいりたいと考えております。 

  また、観光の原点はホスピタリティーの向上に尽きるとも言われておりますが、東伊豆町

らしいおもてなしは何かを考え、訪れる旅行者の心を満たし、温かくなるようなおもてなしを

町民一丸となって目指していくことが大切であると考えます。 

  次に、観光基盤の整備につきましては、稲取地区においては、稲取細野高原観光施設整備

事業及び稲取高原再編整備事業の大型事業が完了となりまして、今後は、八百比丘尼公園やポ

ケットパーク等の稲取漁港周辺エリアを一体的かつ公園的に整備し、旅行者が歴史探訪やそぞ

ろ歩きができる核として活性化を図ってまいります。さらに、文化公園を含めた周辺エリアを



魅力ある観光交流拠点として位置づけ、整備を進めてまいりたいと考えております。 

  熱川地区におきましては、熱川温泉のリニューアル化を目指し、奈良本地区避難地整備事

業との連携により、旧ロイヤルホテル跡地周辺を観光誘客の拠点として整備を図るとともに、

地元住民のワークショップを反映したマスタープランに基づき、観光客が楽しみながら温泉街

を散策、回遊できる町並み整備を推進してまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の行財政改革についてですが、御案内のとおり、日本の経済は高度成長時代

を経て人口減少・成熟化の段階を迎え、成長よりも持続的発展の方向性を模索する時代となっ

ております。1,000兆円を超える国債発行の状況のもとでは、当町におきましても、国や県か

らの十分な支援は期待できないことから、国や県に頼ることなく、町民の皆様と一体になって

自立的・持続可能な町政を目指す必要があります。 

  町民の皆様の生活を支える町政にあっても、非常に厳しい財政状況の中で、これまで一般

的であった行政改革大綱の方向性は維持しつつ、施策分野ごとの予算・人員削減手法から、前

例にとらわれない「選択と集中」による改革を進めていかなければならないと考えております。 

  当町における行財政改革戦略プランでは５つの項目から成るプランが示されております。

その一つである事業仕分け手法を活用し、外部の専門家の助言を得て事業の見直しを進めてお

ります。昨年実施した事務事業レビューにおいて、提言がありました高齢者等配食サービス事

業につきましては、社会福祉協議会への委託から民間事業者への委託に切りかえることで、約

300万円強の経費削減を26年度予算に反映したところでございます。 

  今後、中長期的には、公共施設の利活用の実態を調査・研究するなど、統廃合も視野に入

れながら管理運営コストの削減方法を模索していかなければならないと考えますので、御理解

をお願いいたします。 

  次に、３点目の基本構想のような抽象論でなく具体的なまちづくりの基盤整備をどのよう

に考えているかについてですが、まちづくりの基本は、第５次総合計画をまちづくりの指針で

あります基本構想により着実に推進することと考えます。 

  まちづくりの基盤整備を計画的に推進するため、毎年、当初予算編成前に向こう３年間の

実施計画、いわゆるローリング調書により推進状況を確認し、必要に応じ修正を加えながら対

応を図っているところであります。 

○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） 今の御答弁もなかなか抽象的といいますか、町長、もう少し私は、中



長期的ということなんですけれども、昨日、山田議員がトヨタの社長のお話をされて、役員の

会議ではあさっての話をするという話を聞きましたけれども、私はそうではなくて、やのあさ

ってと先ほど言ったら、これは稲取弁だから城東の人はわからないのかなと、しあさってだよ

というようなことがありました。私は、いずれにしても、３年のローリング云々ではなくても

う少し長期的なものを、本当は町長がなってそのころから10年、20年の計画のようなものを、

町の姿というようなことを考えていただければよかったのかなというようなことを考えており

ます。 

  いずれにしても、観光の関係では、この地域の文化だとかあるいは伝統だとか、それから

自然、それともう一つは温泉ですね、そういうものをちゃんと捉えた形でまちづくりというか、

観光地の再生といいますか、そういうものにしていかなければいけないと思うんです。 

  そういう中で、稲取の例としてお話をさせてもらいたいと思うんですけれども、まず、こ

の町というのは、受け入れ態勢といいますかそういうものの整備がなかなかされていないのか

なと。それから、商品開発についても、かなり進んできたわけですけれども、それでもまだ足

りない。それから、町並みの景観だとかそういう部分がどうしても温泉地として確実に欲しい

ものだと思うんですね。だから、漁業の町らしい風情で環境整備をしていくことが肝要だと思

うんです。これは必要なので何度も言いますけれども、３年とか５年とかではなくて10年先

のこと、あるいは将来的に観光地として残っていく上で必要なことだと思って考えてもらえば

と思っています。 

  何度か私も言っていますけれども、例えば駅前から温泉場まで誘導するのについても、今、

キンメダイの街路灯がありますけれども、当初はモニュメントもあったわけですけれども、そ

ういうものを有効活用して町並みの整備を十分していただければと思うんですね。それがまず

できるかどうか。 

  それから、地震対策だとかそういうものの中でも、要は通り道のブロックだとか、そうい

うものを生け垣にするとか、そういう方向舵を町が決めていただいてやっていくことが肝要か

なと。 

  それから、高齢化社会に向けた形で町も進んでいかなければいけないと思うんです。そう

いう中で、この間も言いましたけれども、予算も逼迫しているということも十分わかりますの

で、駅舎の改装だとかそういうものについても伊豆急さんに要望するとか、あるいは駅のエレ

ベーターをやっぱり将来的には考えていただくようなこと。 

  それから、旅館だとか商店街あるいは観光施設のユニバーサルデザイン化といいますか、



それも、前に言ったように全部の旅館がそうするべきではなくて、例えば30軒の旅館があれ

ばそのうちの１割のところがそういう様式にする、例えば１階の部分だけをそういう形にする、

そんなことです。それから、商店街についても同じように、全部の商店街がそうなるわけでは

ありません。だから、特定のものを決める、あるいは商店についても、100軒あれば100軒の

うちの10軒についてそういうものを勧めるような政策を考えてもらうことが大事なのかなと。 

  それから、一番大きい温泉の関係になるわけですけれども、中心的な観光の施設といいま

すか、そういうものは町として十分取り組んでいくことが大事だと思うんです。確かに細野高

原だとか、あるいは稲取高原、そういうところもすばらしいものです。しかし、温泉場として

考えるのは、やっぱり温泉を象徴するようなもの、これは、いつも言っていますけれども、草

津でいえば湯畑だとかあるいは四国であれば坊っちゃん湯だとか、そういうシンボル的なもの、

スポットがあるわけです。そういうものを十分考えていくといいますか、それを町が必ず官製

で全部やるということではありません。例えば土地を提供して民間にやってもらうとか、ある

いは官設で建てて民営でやっていただくとか、そういうことも含めて、やっぱり将来的なもの

を考えたときにはそういうものが確実に必要だと思うんですね。 

  それで、この間もちょっと湯布院のことをテレビでもやっていましたけれども、あそこも、

実際に小京都のような風情をつくっていくことを30年もかけてやってきたわけです。それか

ら、その中には150以上の露天風呂があるとか、そういうものを地元のシンボルとしているよ

うな形もあるんですね。中には、群馬県のほうでは300以上の露天風呂だとかそういうものを

形成してやっているところもあると思うんです。それから、例えば高山あたりでも地域の文化

だとかそういうものを前面に押し出した格好の会館を建てて、高山祭りで使う山車を展示する

とか、あるいはその中でいろんな民芸の踊りをするとか、そういうものをもう一度考えてみる

必要があると思うんです。 

  そうしていかないと、今の旅館に来るお客さんの人数が、平成２年当時は190万いたわけ

ですよね。それから、町長が18年になったときは108万、それが今は87万人です。それから今

年は、天候の不運がありますけれども、まだ落ちる可能性があると思うんです。だから、そう

いうことを大事にした形のものをもう一度考えていただくことができないかどうか。それには、

計画的にいつごろまでにどういう形でやるかというようなことを、さっきのローリングではな

いけれども、大枠の目安を立てたようなものを考えていったらどうかなと。 

  それから、観光振興の中では、先ほど町長が言ったようなことを、私も、港湾の整備だと

か稲取高原だとかそういうものについては非常にすばらしいものだと思うんです。そういうも



のをもっと前面に押し出していく。 

  私は、町が率先して何でもやるということはないんです。あくまでも町はサポート的な役

割ですから、そういうものがあるから旅館がうまく活用するとか、あるいは活用してやらせる

ような形をつくっていくことが肝要だと思うんです。そういう点で、私は、今のものを維持す

るためには今やっているものをもっとやるくらいのつもり、昨日も出たキャラバンについても

継続してやって初めてよくなるわけですから。それから、商品券の事業についてもやっていた

だいて、町の活性化というかそういうものにつなげていく。もし予算があれば今の商品券につ

いても、１軒に２万5,000円ではなくて10万円でも20万円でも買わせるような形のものを財政

があればやっていただけるようなことが、むしろ地域経済をよくすると思うんです。 

  そういうことで、細かい点はまた何かあればあれしますけれども、一応私とすれば、３年、

５年の間は今やっていることを確実にやっていく。それから、イルミネーションについても雛

についても、確実にそういうものを宣伝していくような形を考えていくことが大事だと思うん

です。 

  それで、個々の旅館についてのことは行政がどうのこうのと言うことができるわけがない

と思うんです。方向とすればそうなんだけれども、実際に稲取のキンメを使えだとかと言って

も、そろばんが合わないので使わないところもあります。それは、個々の旅館が自分の経営の

中で考えていくべきことなんだと思うんです。だから、こういう素材があるよと、素材だとか

そういうものは町が今出してくれる、あるいは商工会が出すとかほかのものが出してくれます。

それをうまく今の観光業者が利用する、あるいは飲食店の人が利用する、商店の人が利用する

ような形のものに持っていってもらうことが一番大事ではないかと思うんです。 

  いずれにしても、私は、町が率先するんではなくて、例えば土地を貸してあげるとか、あ

るいはそういうものがなったときに固定資産税を減免するとか、あるいは減税をするとか、そ

ういうことをやっていくことによって、町が新たな産業をつくったりしていくことが大事では

ないかと思うんです。 

  それで、行財政改革と３番目の具体的なまちづくりの基盤ということは、私は、１つは今

の人口が１万3,000人、その前の平成十七、八年ごろは１万5,000人、それから10年たったら

１万人を切るのかな、あるいはそういうところまでいってしまうのかなと。それと、高齢者の

人口が今は32％ぐらいで推移していますけれども、それもこの地域でも40％近くになってく

る。そういうことを考えていくと、私が言っている行財政改革あるいは基盤整備ということに

ついては、今ではありませんよ、これはあくまで遠い、あさってではなくてしあさって、そう



いう10年先の話ですから、そういう中で、前にもお話ししたように、今そういうものを計画

していかなければいけない部分というか、例えば学校の統合についてはどうするのか、小学校

を統合するのか中学校を統合するのか、いつまでに統合するのか、そういうことが必要かどう

か、それをやっぱりやっていかなければいけない。 

  それから、消防署等についても、今度は28年度に広域消防で司令塔が沼津市になるわけ

ですけれども、そういうときのことも考えれば、実際の消防団、分団消防についても、今は頑

張ってやっていますよ。だけど、人口がこれから少なくなったときに果たして、ポンプ車があ

っても、火事の場所まで行ったはいいんだけれども今度はホースを持つ人がいないとか、そう

いうふうな現象が生まれてくるような形もだんだん見えてきております。そういう中で、今の

ことではありません、いずれにしても10年、20年先のことを考えたときにやっていかなけれ

ばならない。消防の広域化ということについても、現在は何も不自由しないんです。逆に今の

ままでいいんです。だけども、10年先に確実にそういう社会が来るものですから、そういう

ものをどう考えるか。 

  それから、庁舎の統合等についても、ここのは特に敷地がかなりありますね。だから、私

が前にも言ったように、どこに保健センターがあるとか図書館があるとか何があるではなくて、

総合庁舎的に１つにまとめていくような方向が必要かなと。そういうことについても、有識者

のほうにお聞きしたり、そういうものをつくってやっていくことが大事なのかなと。介護セン

ターとかそういうものも含めて総合庁舎的にした格好の中で、建物がいっぱいあれば、よそへ

分散していれば維持費もかかるんですね。人件費もかかるんです。そういうことも踏まえてや

っていくときが来たのかなと。 

  それからあと、インフラ整備等についても、実際に財政の基盤が弱くなってきてくるわけ

ですから、最低限のことをやるような政策を立てていくことが肝要かなと。その中で例えばイ

ンフラということについては、山の上のほうだとかそういうところにお家がかなりあるわけで

すけれども、そういう人たちについても、今すぐではありませんよ、10年、20年先になって、

車が乗れなくなるとかそういう現象があらわれてきます。そういうときのために、できれば市

街地、町内のところに誘導していくような政策といいますか、空き地があるとか、あるいはア

パートがあるとか貸し家があるとか、そういうところにそういう奥の皆さんについては何十年

かかけて誘導していくといいますか、区画整備が今なかなかできませんから、そういう中で町

もコンパクトにしていくようなことをひとつ考えてみる必要があるのかなと。 

  それには、いずれにしても入居者、今の空き地だとかあるいは貸しアパートだとかあるい



は貸し家だとか空き家というようなことについて把握しているようですから、そういうものの

あっせんを町がするような仕組みだとか、あるいは家賃補助をしてそういうものになるような

形をしていくことがいいのかなと。そうすれば、無駄な水道の工事だとかあるいは道路の補修

だとかそういうことも少なくなってくると思うんです。 

  だから、いきなりということではなくて時間をかけて、こういう町につくりますよという

姿、10年、20年先の姿を確実にしていくようなことを考えていく、そういう町長の諮問機関、

あるいは今言った１つ１つの項目について検討する諮問機関だとか、あるいは第三者委員会だ

とか、そういうものをつくってやっていくことが大事ではないかと思うんです。 

  そういう点で、その辺の町の姿勢をお聞きしたいと思います。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） 多岐にわたる質問で、また答弁漏れがあったらよろしくお願いします。 

  当然、町は長期的な展望はしております。その長期的な展望は町の総合計画と自分自身は

考えております。私が就任したときはまだ第４次でありましたもので、その第４次総合計画に

のっとった中でまちづくりをやり、そして３年のローリングの中でそれを一生懸命順番にやっ

たと。今度は第５次ができたもので、長期的にはこの第５次総合計画の中でまちづくりをやっ

ていく、これが基本だと考えております。 

  壇上で言ったように、それをまた３カ年のローリングの中で必要性に応じてやっていく、

そういう姿勢でございますから、一応、町といたしましても長期的な展望でやっているという

ことだけは御理解願いたいと思います。 

  そういう中で今いろいろありました。まず、町並みの整備、漁業の町だし、これは内山議

員が言ったように、駅から来るまではキンメ、そしてその途中からはつるし雛でやった、これ

は大変すばらしい提案だと思います。これは財政が許せばやっていきたいと常々思っている中

で、今、大分予算を組むのに厳しい中で、これは一応頭の中に入っていることだけは御理解願

いたいと思います。 

  さらに、防災に関して、ブロック塀から生け垣、これは推進したい中でなかなか、町が思

っているのと住民が思ってくれるのは、基本的にはお金がかかってくるもので、結局、やりた

いんだけれども結構お金がかかってくる。多少生け垣の助成はしておりますけれども、お金が

かかるとなるとなかなか進まないのが現状でございます。町としては、当然これは防災の面か

ら生け垣にしてほしいと望んでおりますけれども、なかなかそのギャップがあった中で進んで

いけないというのが現状でございます。 



  さらに、駅舎に関しましては、内山議員はわかるんだけれども、再三再四、これはもう伊

豆急の社長が嫌だと言うくらい言っております。それだけれども、伊豆急の社長がだめなもの

で、この前、東急に行ったときにも駅舎を何とかしてほしいと言ったんだけれども、今度は直

接、東急の副社長がたまたま河津桜まつりへ来るようなことも聞いておりますもんで、実際そ

の人においでもらった中で、駅舎がいかに不便か、そしてみすぼらしいかということを実感し

てもらった中で、これはもう町としても伊豆急さんには、以前、熱川駅の補助率が県が３分の

１、町が３分の１、そして伊豆急さんが３分の１ある中で、この助成を使ったんだから、伊豆

急さんのほうには、町は３分の１以上の負担をしてもいいからやってほしいということを再三

再四言ったけれども、伊豆急さんのほうが、こういう状況の中でなかなか厳しいということを

言っています。駅舎に関しては、もう伊豆急さんが顔を見るのも嫌がるほど言っておりますも

ので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、旅館のユニバーサル化、これは確かに必要なことで、これも資金的な面がかかっ

てくるもんで、これも町はそれは当然ユニバーサル化をやってもらいたいんですけれども、や

っぱり各旅館の資金面のものがあるもんで、これは各旅館の中の鑑みでやっていただきたいと

思います。 

  さらに、中心的な施設は果たして温泉がいいのか、また何がいいのか、これは考えていき

たいと思います。それで、稲取地区においてはこの温泉がまず、土地もないし、町なかには町

有地もね、さらに温泉の量も絶対的に不足していると思いますもので、この辺は提携した中で

やっていく。それで、内山議員から、事務局が照会に向いたときに奈良本を小京都としてやっ

たらどうかということも提案がありました中で、それはちょっと頓挫した経緯もありますが、

その辺は考えていってもいいと思います。 

  私が一番やりたいと考えているのは、以前に内山議員が、稲取に来れば世界のキンメがわ

かると、これは私、大変すばらしい提案だと考えておりますので、これはひとつ実現したいな

と。稲取キンメは地域商標をとった中で、やっぱり稲取に来れば世界のキンメがすぐわかると、

それは大変すばらしい提案だと考えております。それも一つのそういう中心的な施設になるの

かなとは考えておりますので、御理解願いたい。 

  そして、企業への減税・減免がありますけれども、これはやりたいのはいいんだけれども、

検討は、やっぱり減税することでまた交付税が減っていく、そういうもろもろがあるもんで、

こういう状況の中で減税して呼びたいのはやまやまですが、また交付税に影響してきたりする

と町としてもなかなか成り立っていかないという中で、これは今の時点では大変厳しいのかな



とは考えております。 

  さらに、今度は行革に関しましては、統合問題は避けて通れない問題でございます。もう

再三、教育委員会のほうにも投げかけた中で、近い将来これはやらなければならないというこ

とは自分自身は頭の中に入っておりますもので、さっき言ったように、中学校がいいのか小学

校がいいのか検討した中で、これは喫緊の課題だと自分自身は考えております。 

  さらに、分団に関しましても、この前言ったようにとりあえず分団のあれを、消防が広域

になっても分団に対する制約はありませんので、将来的には当然団員も少なくなってきますし、

そういう中で城東地区も徐々に統合した中でやっていかなければまた分団の成り立ちもならな

いし、さらに今後、再三言ったように女性の力というのが大分この消防に対しましても必要に

なってくるのではないかと考えております。今、内山議員が言ったように、若い衆がなかなか

日中この町にいないときに、いざ災害が起こったときに、この町に女性の方が数多く残ってお

る。やっぱり女性も今後は協力していかなければその辺の防災に対することはなかなか厳しい

かなと考えております。 

  そういう中で、第三者委員会の設置ということを言いました。これは、自分の頭の中で整

理しておりますもので、そういう考えはちょっと今は持っておりませんけれども、そういうい

ろんなことが成ってくれば当然、行革の中でもこの第三者委員会のことは検討しなければなら

ないかなということで、その場合にはちょっと考えさせていただきたいと思います。 

  さらに、３.11の東日本大震災以来、もう津波ということが頭へ来る中で、やっぱり海岸

沿いにそういうことをやるのはなかなか厳しいかなということは自分自身も思っております。

今、内山議員が提案した、この近くのところに空き家があるから、この一角に持ってきたらど

うかとなれば、やっぱり津波を考えれば果たしてこの場所は適当かなと。この辺は当然また委

員会もやらなければならないと考えておりまして、いろいろまた、上にいた人を下に持ってい

く、そういう中で、いろいろと定住促進に関しても各市町が取り組んでおります。例えば改修

でお金をつけようとか、住宅新築に100万円補助とかいろんなことはあります。しかし、お金

が絡んでくるもので、やっぱり今は予算を組むのに大変厳しい中で、うちの町にこれだけの体

力があるかというとなかなか厳しいもので、これも体力ができればやっていきたいと考えてお

ります。 

  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） なかなか厳しいお話になりますけれども、確かに今、財政も逼迫して

いる。１つは、観光の今の人員も維持したいというようなそういう気持ちなんです。だから、

経済というのはお金を稼ぐということですから、やっぱり旅館に入っていただくことによって、

昨日も町長が言ったように87万の人が入れば、２万円でやれば176万円が入ってくるわけです。

100万のものがあれば200億円のお金が入ってくるんです。そういうことを維持していくため

の施策は、当然やっぱり町長は前向きに捉えてやっていかなければいけないと思うんです。今

やっているリフォームの制度だとかあるいは商品券の制度、あるいはキャラバンのことだとか、

そういうもろもろのことも確実にやっていただく。 

  それから、旅館組合の要望だけで全部やるということではありませんよ、あるいは商店の

要望だけではありませんけれども、そういうことも含めて考えて、今の宿泊人数も維持して町

の中で還元していくようなこと。それから、昨日、山田議員も言ったように、できるだけ町で

お金が循環するように、旅館だとかそういう人たちにもできるだけ地元でとってもらうような

ことは、やっぱり産業団体の中からとか町からもお話をしていただいてやってもらうことが大

事だと思うんです。 

  そういう中で、まず観光的な面については、漁村の風情はいいなというのは、熱川の関係

もありますけれども、稲取の例でお話ししたほうがわかりやすいものですから、漁村の町らし

い風情でそういう環境整備に取り組んでいただきたいというようなことについては、十分町長

のほうも御理解をしていただいているものですから、その中で考えてもらいたいと思う。 

  それからもう１点、中心的な観光施設ということは城東地区についても稲取地区について

も一緒だと思うんです。それを目指して来るわけですから、人間というのは。そういうものが

将来的に20年、30年、50年たったときもそこにあって、存在感を示すようなものを町が率先

して建てることもいいと思うし、あるいは土地だとかそういう施設を貸してあげるとか、ある

いは誘致するとか、そういう形の中でも十分取り上げていただいて、先ほど町長からもちょっ

と賛同の声が上がったんだけれども、私も稲取の場合はキンメダイの例えば博物館みたいなも

のをつくって、そこの中にいろんな展示だとか世界のキンメのものを並べるとか、あるいはキ

ンメの食べ方だとかいろんな工夫もあると思うんです。そういうものが一つの大きな象徴にな

るのかなと。ぜひそういうものを目指していただきたいと思っています。 

  それから、海山のすばらしい景観もあるし、それから新しくできる今度の港湾の公園だと

か、そういうものも十分利用していただくことが大事だと思うんです。 

  それで、やっぱり旅館のほうについても同じように、自分のところの特性といいますか、



そういうものをどうするのか。みんな同じところであるわけがないんですよ、考え方も違うわ

けだし。だから、地元のこういう素材があるんだけれども、そういうものを使ってみるような

格好のことも、紹介だとかあるいは産業団体協進議会等の中で進めていくといいますか、それ

をやるのは最終的には経営者の判断ですから、あと自助努力、それがないとどっちにしたって

潰れてしまうわけですから。だから、そこまで材料をそろえて、こういうような素材もあるよ、

こういう機会があるよという提案をしてあげて、あるいはそれを進めていく上で例えばお金に

余裕があれば補助をするとか、あるいは減税するとかということだと思うんです。そういう向

きで考えていただければと思っています。観光等あるいは産業についてはそういう中で考えて

いただければと思います。 

  それから、行財政の改革と基盤整備等については、何度も言いますけれども、近い将来、

３年とか５年ではなくて10年たったときに、全体的な町の姿といいますか、学校がどうなっ

ているのか、あるいは消防団は例えば稲取と城東地区にあって、実際に消防についても、今、

消防の小屋に行くのに歩いていく人はいないんです、車で来ますから。だから、どこか駐車場

のあるようなところに稲取の分団ができて、やるような形のものを整えれば少ない人数になっ

てもできるし、それから消防車とかも全部の分団に入っていますよね。そういう必要がなくな

ってくると思うんです。それから、もっと言えば、広域な消防の司令塔ができて、救急の関係

だとかあるいは消防についても適切にやれると思うんです。そういう将来的な姿といいますか、

そういうことの考え方。 

  それから、庁舎等についても同じように、町長はここは津波の関係があるという話ですけ

れども、また別のところに建てるようなことを、全体的なものでやるというようなことも、１

つは、やっぱりあちこちに分散すれば人件費もかかるし、維持費もかかるし、そういうことを

考えたときにどうするかということだと思うんです。 

  それで、私が今ちょっと懸念しているのは、財政調整基金だとかも10億足らずになって

いますよね。これからエコセンターの焼却の関係のものが大規模な修理を今予定をしているよ

うだし、それが例えばし尿処理も含めれば10億とかかかるような形が出てくると思うんです。

あるいは白田の浄水場、水道の今探査をしていて、それを不可能であれば、そういうことの

修理についてもやっぱり30億、50億というお金がかかってくるような形もあると思うんです。 

  そういうことを考えると、お金には切りがありますから、そういうものを上手に分散して

使って、将来的にそういう町の、町の縮小ということではありません。いずれにしても、高齢

化社会で人数が少なくなるということはもう適切にわかるわけですから、そういう準備を、１



つ１つの項目で諮問機関等あるいは第三者機関をつくって、具体的に将来的にはこういうもの

になるという絵図面といいますか、そういう住民にわかるような、学校はこのくらいのときに

統合させていきたいよ、消防団はこの時点でこうなりますよというような、そういう親切丁寧

な格好のものを、絵図面といいますか、そういうものをつくっていただけるような作業をして

いただいて、これからの社会を、町はこうなっていくというようなことをやっていただきたい

と思うんです。 

  それで、インフラの整備についても最低限のインフラ、白田の橋が壊れていたとか、トン

ネルだとか道路の修理をしなければいけないんですけれども、箱物だとかそういうものはでき

るだけやめていただいて、箱物をつくってもこれから維持をしていかなければならないし、将

来的にはそこを廃止するような形のことまで考えられると思うんですね。そういう点に留意し

ながら、そういう絵図面づくりをこれからの形を考えていく上でしていただきたいと思ってい

ます。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） 今、いろいろ内山議員から提案されました。 

  そういう中でやっぱり自分も思っているのは、まず、うちの町はとりあえず一応観光でい

っている町という中で、車で来たお客さんはまず135号でみんな通過してしまうんですよね。

だから、何とかこの町に引きずり込むようなそういう施設を１つはつくらざるを得ないと自分

自身は思っております。せっかく来たお客様を、ただ一過性で通るだけではなくてこの町の中

へ引き込む、そういう施設を１つ何かつくりたいなと自分自身は考えております。 

  そういう中で、やっぱり財源が厳しい中で、国・県の助成金、補助金を使った中でそうい

う施設をつくらなければ、とても町単ではつくれませんもので、そういういい事業があったら

それは１つやりたいなということは、自分の頭の中にあることだけは内山議員にもわかってい

ただきたい。 

  それで、キンメの話が出ました。自分が思うのは、せっかく地域商標権の稲取キンメとい

うものをつくったものですから、各旅館さんには、キンメの値段が違ってもいいんじゃないで

すか、やっぱり稲取キンメは高いですよということをやった中で、稲取キンメを使わないとき

は価格が下がる、稲取キンメを使うと価格が上がる、これは当然その差別化は必要だと考えて

おります。やっぱり稲取キンメのせっかくブランド化になったものは町としても有効活用して

もらいたいと考えておりますもので、その辺はまた再度、旅館さんたちに何かのときにこの差

別化をしてほしいということは言っていく。 



  あとは、旅館さんには、稲取キンメではないものを稲取キンメとして使ってはだめですよ

ということを、これは当然タグなんかがついてきますもので、これからはそういうことはでき

ないと思います。この辺はまた町といたしましてもやっていきたいと考えています。 

  さらに、行革の面におきましては、これから、今言ったように水道とかまた消防の広域化、

本当にお金のかかるところばかりでございます。だから、基本的には町といたしましては無駄

遣いをしないで、言ったように財政調整基金をためて、もう最低でも財務省から言われた10

億円を目標にやっておりますけれども、なかなか厳しいですから、財調を積んで、切り崩す、

また財調を積んで、切り崩す。それで、基本的には無駄遣いをしないで貯金をためる、そうい

う気持ちは変わりません。 

  住民要望が多いですけれども、そういう住民要望が多い中でもやっぱりハード的な面は、

言われたように町としても今のところはつくらない方向でいきたいと考えております。そうい

う中で、今、町が一番助かるのはそういうハードをつくらなかったということで、そういう維

持管理が町にないもので、それは非常に助かっております。他町なんかですとハードの面を維

持するのに大変苦労している中で、そういう行政のハード的な建物がないということは、町が

今、大変助かったなということは十分考えております。そのハードに対しては極力つくらない

方向で今後もやっていきたいと考えておりますし、これからは今までどおり財政調整基金を積

み立てていきたい、そのような方向で町政運営をしていきたいと考えております。 

  さらに、第三者委員会、内山議員が言われたように何年後はこうなっていく、何年後はこ

うなっていくと、これはある程度、町民に示す義務があると町は考えておりますもので、そう

いう第三者委員会的なものは今後立ち上げて、今言われた中でなるほどなと考えましたもので、

それはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  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。 

  この際、午後１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 



  午前に引き続き、一般質問を行います。 

 

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

─── 

 

◇ 居 山 信 子 君 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さんの第１問、町長の政治姿勢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） こんにちは。本定例会、いつものようにしんがりを務めさせていた

だきます。 

  さて、オリンピックで寝不足の方も多いことかと思いますけれども、真央ちゃんの活躍に

ほっと胸をなでおろした反面、残念だったなという思いも残っております。それぞれ、オリン

ピックも４年、それからまた私どもの議員の任期も４年、町長もこのたび２期８年ということ

で、テレビで報道されますように、まさに太田町長の集大成というふうに位置づけられる今回

の定例会ではないかなというふうに思います。 

  ３.11の３年を目前にして、今、それぞれの皆様の心境の変化、そしてまた今後の日本の

将来の行く末を案じて、ただいまも毎日新聞にちょっと目を通してまいりましたら、瀬戸内寂

聴さんがいろいろ述べられておりました。 

  私、先日、岩手のほうの宮沢賢治の記念館に行ってまいりまして、あれはどういうわけか、

「雨にも負けず 風にも負けず」というのが、2001年の同時多発テロのあのビルの映像を見

たときににわかに心に思い出した詩があの宮沢賢治の詩でした。今、暗唱しながら、「褒めら

れもせず 苦にもされず そういうものにわたしはなりたい」というふうなことを自分自身に

言い続けて、私どももあと１年でそれこそ議員生活20年の集大成というふうなことで、大変

な一つの分かれ道に立たされておりまして、今、果たして19年何をやってきたんだろうとい

うふうに自分自身を見詰めているところでございます。 

  ただ、あと１年ありますので、希望を捨てずに自分自身も責任を果たしたいなと、そして

また町民の皆様に安心していただけるような、そういうまちづくりに貢献できるように全力を

投球したいというふうに思いまして、本日、質問をさせていただくのは、そういう思いを背景

に町長に４問にわたっての質問の通告をさせていただいております。 



  それでは、第１点目をお伺いするところでございます。町長の政治姿勢についてお尋ねを

したいと思います。 

  悲しいことですけれども、町民を欺き、そして不祥事ということで町の歴史に消せない汚

点を残した前町長の不祥事から、町政の信頼回復というものを掲げて２期８年がたった太田町

政でございます。前町長の問題は入札のあり方にあったわけですけれども、今、私のところに

この入札問題に疑義を寄せる声があります。町長はこの点についての取り組みをなさっている

わけですけれども、その課題、また、どういうふうに取り組んできたかということについて伺

うことが１点でございます。 

  ２点目ですけれども、先般、私ども議会より、町政運営で議会軽視の指摘を太田町長は受

けられたわけです。これは昨日の山田議員の質問にもありましたけれども、非常にわかりにく

い、わかる人はわかるけれども、わからないように質問しているかのような思いで聞いており

まして、わかりにくいなと。今日は私のほうではぜひわかりやすく、何が議会軽視なのかとい

うふうなことも町長にはまだ伝わっていないように思いましたもので、そこを伺うわけです。

今後の改善点については既に山田議員のほうへの答弁でなされているわけですけれども、非常

に不十分というふうに言わざるを得ない状況がございます。そのことが２点目。 

  ３点目、この町政運営の中に太田長八町長のおごりはないのかというふうなことで、非常

に口幅ったいようでございますけれども、誰もやっぱり憎まれることや恨まれることや命に及

びそうなことみたいなのは言いたくないわけでございますけれども、これは私自分の信条とし

て、平成７年から続けている議員活動の一つの信念として、やはり言うべきときに言うべきこ

とを言い切る勇気というものを持っていきたいというふうに考えておりますもので、とりあえ

ず第１問につきまして３点にわたる町長の御答弁をよろしくお願いいたします。 

○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） 居山議員の第１問、町長の政治姿勢については、３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。 

  １期目の町政の信頼回復を掲げ２期８年、問題であった入札のあり方に疑義を寄せる声が

あるが課題についてですが、私は、町長に就任した直後、町政の信頼回復を最優先課題として

捉え、入札制度の改正を行いました。以来８年間、入札執行を行ってきましたが、この間、特

に指摘を受けたことはなく、当町の入札制度に課題があるとは考えておりません。 



  ２点目の先般議会より町政運営で議会軽視の指摘を受けたこと等、今後改善の取り組みは、

３点目の町政運営におごりはないかにつきましては、関連がありますので一括してお答えいた

します。 

  山田議員の御質問でもお答えいたしましたが、今後も法令遵守の徹底に努めるとともに議

会との連携を密にし、情報を共有しつつ、事業を推進してまいりたいと考えております。また、

町政運営には住民の皆様からの御意見も町政に反映させるべく、一日町長室やオープン町長室

を初め、常に住民の皆様からの御意見をお聞きしながら取り組んできたところであり、おごり

はなかったものと認識しております。捉え方や受けとめ方などに誤解を招くようなことがあれ

ば、真摯に受けとめ認識を改めてまいりたいと考えておりますので、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） 今、御答弁をいただきました１点目の入札のあり方ということでご

ざいますけれども、まず、今どこの自治体もこの点からさまざまな問題が起きているんではな

いかなというふうに全国のニュースを見ながら思いますし、当町も例外ではなかったというこ

とで、この４年間の町長のみならず職員の皆様の入札にかけるそういう法令遵守なり、そして

また配慮なり、いろんなことがオープンになったときに一切問題はないというふうに言い切れ

るものがあるのかどうなのかということでございます。 

  当然、私は入札の現場などには入ったこともございませんし、入札ということの細やかな、

さまざまなやりとりというのは職員の皆様の非常に大切なお仕事の一つとして、携わる方々は

誇りを持ち、そしてまた町民の皆様にとって有利な結論を出すということで取り組んでいてく

ださるというふうに理解をしているところでございます。 

  しかしながら、その課題というものが、今も町長が述べられた中では、法令も遵守してい

るし問題はないと、改善をしてきたと。それについて、では前回問題になった点、それから今

回改善をしてきた点を詳しく御説明をいただきたいと思います。改めて、入札の難しさとか、

また大変さとか、あるいは業者の皆さんも何とか仕事が欲しいということで、さまざまちまた

にいろんなことが当然あろうかと思います。いずれにしてもその点で再質問をするところでご

ざいます。課題はないというふうにおっしゃっておりますけれども、課題はあるように思いま

すので、私、いろんなところからの声で伺っております点について伺うところでございます。 

  これは２問目の答弁をいただいた後に再々質問ということでしていいのかもしれませんけ



れども、数がたくさんになるとあれですので分けていきたいと思います。 

  町民の皆さんも入札制度について十分に熟知しているわけではありませんので、場合によ

ったら一方的な自分の思いや何かで、何かこれは納得いかないなとかどうしてなんだというふ

うに思っている部分を私のほうに何人かの方が寄せていますので、そういう点はそうではない

というふうにおっしゃっていただければ結構ですけれども、この公の議会の場で町民の皆さん

に一点の恥ずるところもなく町政の信頼を回復されたとおっしゃるんでしたら、やはり入札で

す。この入札問題の信頼の回復なくして、町長がどんなに笑顔あふれるとかなんとかというふ

うにおっしゃっても絵そらごとでございますので、もうそういうことでは３.11以降、私たち

は信頼しません。やはり町政に本当に真心があるのか、きちっとした誠意を通しているのか、

天に恥じない行いをしているのかということが一番の信頼回復の基礎というふうに私は思って

おります。 

  まず、私が言われております課題の１、２、３ぐらいをちょっと申し上げますので、メモ

しながら聞いていただきたいと思います。 

  まず、見積もり依頼をする職員の勉強不足が甚だしいというふうに指摘をされております。

まあ、それはその方が感じるものかもしれませんけれども、この方もいろんなところで入札と

いうことを行っているようですので、私どもが井の中のカワズで、うちの町はこういうやり方

で50年、60年来ているんだというふうに、では入札なんかしなくてもいいよというふうにお

っしゃるのかどうかわかりませんけれども。 

  ２点目、経費削減をしようというその姿勢が見受けられないと。前回出てきたものを中心

に見積もり依頼をしているんではないかなというようなことで、必然的に数字が膨れ上がった

りしているところがあるんではないかと経費削減の努力が見受けられないというふうな御意見

もございます。 

  さらに、３点目なんですけれども、入札の見積もり依頼に際して、前回落札している業者

の仕様になっていて、前回の落札の業者が有利な見積もりになっているというふうに御指摘を

されております。さらに、一般競争入札というものを行わずに、ある意味、談合とか汚職の温

床となっていくような指名競争入札というものがどれくらい行われているのかと。全くないと

いうことなのか、どれくらいあるのかというようなこととか、この点について。 

  さらに、４点目まで伺いたいと思います。入札資格、書類作成をする場合に、窓口でいろ

いろなものを受理して、希望する業者が通達を出すというようなことのようでございますけれ

ども、非常に煩雑で不親切だと、混乱を招いているというふうなことを指摘されております。 



  そういうことから、ちょっと申し上げたいこともございますけれども、とりあえず以上の

点についての御答弁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） 私は、天地神明に誓って100％不正はしていない、これはもう断言で

きます。もしそんなことをやったら、町政の信頼回復で出た私の町長に就任して以来の意味が

ありませんもので、私は100％不正はしておりません。これは言わせていただきます。 

  そういう中で、入札制度の細かいことは担当課から説明させますが、まず、当時、１人に

なったことによってこういう不祥事が起きたと考えておりますもので、入札の札入れからその

入札が終わるまで団体行動をとっております。これが特に大きな改正点ではないかと私は考え

ております。その他もろもろのことは担当課のほうから説明させますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  さらに、今、議員から４点、５点ほどあった中で、私、ちょっと意味がわかりませんけれ

ども、これは絶対そんなことはないと。そうだけれども、今一番気にしているのは４点目の指

名競争入札なんですけれども、それは一般なんですね。しかしながら、こういう経済状況の中

で、できるだけ地元の業者をとってもらいたいという中で、今、自分自身もわかっている中で

指名をやっております。これは当然、全国的にはまだ一般でございますけれども、こういう経

済状況の中でできるだけ地元業者にとってほしいという中でこれはやっております。これは指

摘されてもしようがないと思いますけれども、それ以外のことに関しましては、見積もり依頼

の勉強不足ということは絶対ありませんし、経費削減の姿勢が見られない、これはあくまで入

札するときは県のもとでこういうことをやってきておりますもので、入札で何％切るかという

ことはこちらの考えでございますからそれは何にも言えませんけれども、こういう見積もりに

対しておかしいではないかということは私は一切ないと考えております。 

  そういうことはまた担当課のほうから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。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課長。 

○建設産業課長（鈴木秀人君） 先ほどの入札制度の関係なんですけれども、改正した内容で

ございますけれども、先ほど町長が言いましたように、入札当日につきましては、予定価格の

決定に立ち会った町長以下、関係者が入札会場に入るまで同一行動をとって、決して１人にな

らないように、入札開始までの空白時間をつくらないように改善したことと、それから設計図

書の閲覧ですが、業者が設計図書を閲覧に来た際、業者名、氏名を閲覧簿に記入しておりまし



たけれども、指名業者同士がわかるため閲覧簿を廃止しまして、閲覧に来た業者の確認は担当

課が直接行うことといたしました。 

  それから、入札前の事務処理でございますが、工事等の予算額を目にする職員をできるだ

け課内で少なくするために、予算執行課内の書類決裁の際、これまで皆さんに課内で捺印して

いただいたんですが、起案者、技監、担当課長、副町長、町長のみとして、できるだけ工事の

金額の予算がわからないようにしております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） それでは議員にお答えします。 

  指名競争入札の数がどれだけあったかということなんですけれども、現時点で今年は48

件です。 

  先ほど入札受け付けの事務について窓口の対応が悪いというお話がありましたが、これに

ついてはうちの町は競争入札に参加する者に必要な資格を求める告示に基づいて、一般競争入

札ではなく指名競争入札の形式をとっております。指名競争入札というのは、指名競争入札の

受け付け書類の審査に基づいて指名委員会にかけて選定をするものが基本になっております。

その中で書類の不備がありましたら、当然窓口では、書類に不備がありますと、速やかに書類

を訂正してください、または後日持ってきてくださいという対応をとっておりますので、窓口

で変なことを言っていることではないというふうに判断をしております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２１分 

 

再開 午後 １時２１分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  建設産業課技監から答弁漏れについての説明をお願いします。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） それでは答弁漏れについてお答えをいたします。 

  先ほど仕様について前回落札したところが有利であるという話がありましたけれども、こ

れについては、入札形式をとっているわけではなくて、軽微なものとか特殊なものについて随



意契約という形の中でとっているケースだというふうに判断をしております。 

  以上です。 

○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） すみません、先ほど２点目、３点目についての再質問をしないで終

わってしまいましたので、大変ですが、これで最後となります。 

  今いただいた御答弁を町民の皆様も聞きながら、そのとおりだなとか、あるいはそれでも

何か納得いかないなというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、いずれ

にしても、きちんとしたルールに基づいて入札が行われているというふうな御答弁をいただく

中で、今後の入札においては、恐らく今の御答弁から、こういうふうな御意見が私のところに

寄せられることはないのではないかというふうに思うところでございます。 

  残りの点についてお尋ねをしたいと思います。 

  先ほどは４点について伺ったわけですけれども、５点、６点、７点、８点でちょっと伺う

ところがあります。これはまだ１問目の１ですので、２と３がこの後でありますけれども、座

らずに全部聞きますので、すみませんが、どうぞ皆様、メモをしながら該当するところを答弁

漏れのないようにお願いしたいと思います。 

  それでは、まず今のことで伺うところですけれども、町内業者というようなことで、今、

町長が御答弁されたことはわからないでもないんですが、ある意味、見方によっては、町長は

選挙が近いからみんなに御機嫌伺いをしてばらまきしているんじゃないのというふうに思う方

もいらっしゃるのでは、私はそうとは思いませんよ、そう思う方だって中にはなきにしもあら

ずということでございます。 

  天地天命に誓って100％自分に不正はないと、そういうふうに断言なさっているわけです

ので、これは私が町長御就任のときに、平成18年のときに、おめでとうございます、天国の

奥様がしっかり見ていらっしゃるので、町民は欺けても奥様は欺けませんねというふうに申し

上げたことがどういうわけか議事録に載っていなくて、町長は覚えていらっしゃると思うんで

す、それは。それが議事録から何だか勝手に削除をされて、えっ、そんなことってあるのかと

いう非常に不可解な現象が、もしかしたら後で議会事務局のほうでここにあるよということで、

教えていただければ確認で伺いたいと思いますけれども、いずれにしても、天地天命に誓って、

奥様に誓って、神様に誓って、ないということを、町長の言葉を私はそのまま受けとめさせて

いただきました。ただし、人間でございますので、そうはいってもやっぱり100％というのは



ちょっと厳しいかなと。余談になってしまいましたが。 

  では、次に伺うことから、町内業者というふうなことで、もちろん建設関係の場合には建

設の大手とか中堅とか中小企業が入札に応じてくるわけですけれども、Ａ・Ｂ・Ｃというふう

なランクに区分をされて見積もり依頼が実施されているようでございます。ランクを超えて見

積もり依頼をしているケースがあるというふうに言っているんですね。これはその人の思い違

いか手違いか、どういうことかわかりませんけれども、町内の業者の疑念を招いているのでは

ないだろうかと。 

  そしてまた、それぞれいろんなところで本音の思いが出てくるということで、特に男性方

は一杯飲むと胸の奥にあるようなことが、マル秘、マル秘で来たことを思わずツイッターでつ

ぶやいてしまうというようなこととかがお酒の勢いに任せてあるのかなというふうなことも思

うわけですけれども、いずれにしても、そういう点をしっかりと見ていく必要もあるのではな

いかなということを指摘しておりますし、また、観光関係に対してのいろいろなアイデアの中

での入札だったかどうかなんですけれども、ある意味、言ってきた業者の言いなりで仕事がな

されているんじゃないのというふうな、そういう受けとめ方もされていらっしゃるようでござ

います。 

  もう１点ですが、これは後にかける問題ですので、入札というようなことではとりあえず

結構でございますので、その点を第１問の１点目で再質問をさせていただきました。 

  それでは、２点目の議会より町政運営で議会軽視の指摘を受けたということ、今後の改善

の取り組みということで、昨日、その点について山田議員が質問をいたしました。これは、私

ども議会に町長のほうから12月24日の臨時会で、片瀬の防災センターの建築工事請負契約の

変更に対する問題について、723万1,350円の工事に対して一部の変更を求めるということで

はありますけれども、既に専決処分をし、そこで変更の工事がなされていたということでござ

いまして、私もこれを送られてぱっと見たときに非常に不愉快な思いがして、これは何だと、

町は何をやっているんだと、議会なんてあってないようなものだというふうに非常に憤りを感

じました。 

  それは、皆さん議員の方、それぞれが、議会を軽視されているというふうなことでは同じ

思いではなかったかなというふうに思いますけれども、いずれにしても、それにつきましては

全員協議会の場とかいろいろなところでのやりとりの中で議会としても発議をして、町長への、

言うならば議会軽視と議決権に抵触する行為に対して厳しく指摘をさせていただいているわけ

でございます。 



  昨日それについて町長が御答弁をされていた内容ですけれども、いずれにしても慎重に、

これから細心の注意を払って法令遵守をしていきますというふうに御答弁をしておりますけれ

ども、さすがに山田議員のほうも、その細心の注意で片づけられますかというふうに再質問を

していたように思います。本来、当然守らなければならない法律というものを無視して、軽視

して、違反しているということが昨日の指摘だったわけですけれども、これはある意味、一つ

の、過去の犯罪につながったんではないかというふうな厳しい指弾だったわけです。さらりと

されましたので、聞いていない方は聞いていないのであれなんですけれども、私は、自分のこ

とと重なりますもので一生懸命メモしながら伺いました。 

  いずれにしても、この法令遵守という当たり前のことがしっかりなされていきませんと根

本的な町政の信頼なんか回復されませんし、今後、そういうものの温床が子孫末代まで残るの

かなというふうに私は大変心配をしております。これはいろいろなことで、町長からのある意

味、弁解的なことは伺いましたけれども、当然あろうかと思いますけれども、でも720万もの

事業に対して議会の議決もなくさっさとやってしまうその神経というのが、承知してやってい

るのか、たかだか議会なんかこんなものだと思ってやっているのか、何か知りませんけれども、

信じられない世界でした。 

  そういうようなことで、前回の問題の教訓が生かされていないのではないかということで

昨日もおっしゃっておりましたけれども、そこを明確に、町長は、ない、ないとか、ちゃんと

やっているとか、みんな一生懸命やっているとか、忙しいんだよというようなことで果たして

片づけられるのか、もう少し深い、厳しい受けとめ方をしていかなければならないのではなか

ろうかと思います。 

  あともう１点、職員の意識改革ということで昨日もおっしゃっておりましたけれども、今

回、私の４問目に職員の綱紀粛正、意識改革というようなところで、それは質問をさせていた

だきたいというふうに思います。 

  いずれにしても、確約書を提出していただいていると、断じて今後はないというふうなお

約束というふうに伺っておりますけれども、300万の問題云々ですけれども、ここをちょっと

もう少し御説明がいただければというふうに思います。 

  さて、３点目の町政運営におごりはないのかということでございまして、私もよく、心理

学とか精神分析とか割と好きで、三島のほうにそういう研究会とか勉強会とかに行くんですけ

れども、人間の心というのは４つに分類をされて、自分だけがわかる心と、人からだけしかわ

からない心と、自分も人もわかる心と、人も自分もわからない心があるよという、精神分析的



なものがあるようでございます。町長は、天地天命に誓っておごりはないとかというふうに言

い切るのはどうかなと。御自分も知らない部分のそういうものというのはやはり日常の言動に、

そして、殊に私ども女性というのは、鋭い五感と女の第七感だか六感だか知りませんけれども、

瞬時に素早くその方の思いとか、それから何かというものを感じてしまうのです。感性のそう

いう鋭さというのは男性にないものでございまして、その方が今どういうふうに思っていらっ

しゃるのか、不愉快なのか、いや、まずいなと思っているのか、何なのかみたいなものを瞬時

に自分自身の中に感ずる感性というものを持っております。政治の世界で、今ここにいる中で

は非常にそれがストレスでございます。 

  このごろ眉間にしわが寄っていまして、殊に夜中にどうもしわが寄って、寝ても覚めても、

私の言っていることが皆さんをできたら傷つけたくはない、人の足の引っ張り合いをするつも

りもない、ただ町の発展のために自分自身の発言をするようにするのにはどうしたらいいのか

なと思いながら、言葉も足らなかったり勉強も足らなかったりして知らず知らずのうちに傷つ

けていることもあろうかと思うんですけれども、私には他意はないとはいっても、町長がおご

りはないよと言うのと同じでして、あなた、そう言うけれどもやっぱりどこかで何かあるんで

はと言われると、そうかもしれないというふうに言わざるを得ないところでございます。 

  私どもの議会は90分ということで、少々長いというふうなクレームもあるんですけれど

も、いや、３カ月の議員活動をこうして、報酬もいただいて、60分にしろと言う人もいるん

ですけれども、とんでもないと。思いのたけは２時間でも３時間でも、町民の皆さんのお声を

代弁するのが仕事ですから、町長は直接お話を聞いているようで、そんなのはだめです。町長

に面と向かって言いにくいことを言って、これお願いねなんて言う人はいないですから。です

ので、あなたは一日町長室とかそういうのを一生懸命やっていると言うけれども、意外に議員

の発言を軽視していて、本当に失礼だわと、うそつきだわと、点数をつけたら今回も60点か

なというふうに、正直、今思っております。非常に憤慨しているところがございますので、そ

れは後ほどまた機会がありましたらなぜならというのをお話ししなければいけないと思います。 

  いずれにしましても、おごりということでは日経新聞でちょっと、ああ、そうだ、これだ

なというふうに思うところがありましたもので、そのことを御紹介させていただいて、お互い

にこれからの戒めにしていきたいというふうに思います。寂聴さんの記事はありましたが、日

経の記事はどこかに、それでは、話をしながら出てくると思いますので、すみませんが、いず

れにしても、震災というようなことで、ちょっと冒頭でお話ししたように、とにかく私たちが

今どういうところに立たされているのかということで、地方を犠牲にして成り立っている中央



と、また人間より国家を優先するあり方とか科学技術への過信というものを寂聴さんは問題提

起をされながら、この震災で出てきた矛盾や問題点がさらに深刻化していると、福島の現状を

見たときに、本当に、本当にこれは一体どうなるのと、正直なところ、オリンピックだなんて

言ってはいられないでしょうと、それは最後のくだりでありました。 

  オリンピックを開催する余裕があるなら避難生活で苦しんでいる人たちが戻れるようにす

ること、今いる環境を少しでも住みやすくすることが政府のすべきことだとこの人はおっしゃ

っていて、私も、うん、そうだなと。人間は忘れるという能力があるからこそ生きていけるし、

忘れなければ生きていけないようなつらいこともあるけれども、でも忘れてはならないことも

あります。震災です。福島の原発事故です。こういうことですよね。そんなことで、最後にこ

ういうふうに結ばれています。人間も、全てのものは無常で変わっていくものだということで、

変われると思うから、じゃ私は希望を捨てないと、そして、ゆえにこの不安で危険な国を残し

ては死ねない、ここまでしかできなかったけれどもごめんねと言って、少しでもよくしてから

子供たちに手渡したいと。 

  私ももう議員をやめようかななんて思っていたんですけれども、いや、もうやめられない

と、やめてくださいと言われたらどうしてもやりたいというふうに頑張るつもりで、寂聴さん

のこの記事を見ながら自分の決意を新たにしました。 

  副町長は嘆いていらっしゃると思うんです。時々、町長は怖いよとか怒らせるなとかと言

われるんですけれども、どっちが怖いか勝負だということでございます。ちょっと何だか大事

なところを忘れてしまいました。面倒くさい話ですけれども、ユーモアも交えながらの質問も、

おかげで時間がたっぷりあるもので、頭の中はちょっと混乱状態かと思いますけれども、皆さ

んはちゃんとメモしながら聞いてくれていると思います。私、聞き洩らしたことあるかと思い

ますが、よろしく御答弁をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、入札制度のことで、私は一切、選挙のために町内業者、100％

ありません。と申しますのは、受かってからずっとこの８年間、町内業者最優先でやっており

ます。ただ、選挙の前の日に町内業者、とんでもないです。そんなこと言うんだったら、言っ

たその人を連れてきてくださいよ。私、そんなことは絶対ありません。選挙のための町内業者、

とんでもないです。そんなことをやったら一般町民が笑う。それこそ100％やっておりません。

私、この８年ずっと町内業者のためになるべく、経済が疲弊しているもので町内業者を最優先

したいという中でやっているもので、選挙のための町内業者、それは絶対ないということだけ



は言わせていただきます。 

  ただ、Ａ・Ｂ・Ｃランクに対しましては、事務的なことがありますものでそれは事務局か

ら言わせて、また、言いなりということは絶対ありません。そんなことを言ったら、私はもう

憤慨して怒りたいくらいです。私、そんな言いなりなんてことは絶対ありません。そんなこと

をやったら、それこそ自分自身で100％公明正大にやるという中で、そんなことは言えません。

私がこれだけ言うんだから、誠心誠意、さっき言ったように悪いことはしないということで出

た中でやっているもので、これは絶対ないということだけは理解してほしいと思います。 

  次に、議会軽視、これはちょっと訂正していただきたい。これは専決処分ではやっており

ません。居山議員は専決処分と言いましたけれども、これは専決処分ではありませんもので、

その辺は御理解願いたいと思います。専決処分ではなく、一応補正をとったのでやりましたも

ので、変更契約ということでお願いしたいと思います。 

  そういう中で、この確約書を書いたということがいかにも、私、本当に議会に対して、議

会との信頼関係を失ったなんてことは、先般の山田議員のときにも言いました。もう絶対、口

ではなくて態度とかそういった中で絶対こういったことは起こさないということはもう、私、

これからもそう思っておるんだから。そういう中で、ちゃんと、今後このようなことは、私は

誠意を持ってみずから処分を確約、ここまで書いておりますもので、これはもう居山議員にも

信頼してもらうしかないと考えております。 

  そして、おごりに関しましては、たしか壇上では、確かに人間ですから100％ありません

と。壇上では100％と感じられたかもわかりません。それは訂正させてもらうと、では99.9％

という言い方をいたしたいと思います。 

  事務的なことは後で事務局から説明いたさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） それでは、居山議員の関係についてお答えいたします。 

  見積もり方式と入札方式と工事のランクの関係について御指摘があったかと思うんですけ

れども、それについてお答えします。このことについては工事に限定をしてお答えいたします。 

  東伊豆町では、地方自治法167の２に基づいて、工事につきましては、130万円以下は居

山議員の言うところによる見積もり形式の入札をしています。130万以上は入札形式をとって

おります。それについて工事ランクのことのお話がありましたが、東伊豆町の工事については、

うちの町では一般競争入札の方法をとっていなくて指名競争入札という方法をとっております。

指名競争入札をとるに当たって書類審査というものがありまして、その根拠になるものが、



「東伊豆町建設工事指名競争入札参加者の格付及び選定要領」に基づいて工事のランクづけが

されております。 

  この工事のランクづけというのは、建設業法に基づきまして建設業の経営審査事項、これ

は静岡県に出してその結果通知が来るものなんですが、これにおきまして、建設工事について

各事業者さんの技術者数及び経営能力等について点数が格付されております。それにつきまし

て、入札参加指名委員会におきまして、Ａランク、Ｂランク、Ｃランクという工事業種及び入

札金額について入札の機会を分けております。そのような形になっておりますので、御理解を

願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 技監、居山議員の質問の中にランクづけを超えての入札ができるかと

いう質問があったんですけれども、それについての答弁をお願いできますか。今の答弁でよろ

しいんですか。 

（「今の居山議員の発言は選挙妨害に当たらないかちょっと皆さんに聞いてもらいたい、もし

あれだったら議運を開いて。選挙のために特定の業者にあれをやっているという発言をしてい

るから選挙妨害になるよ。議運でちゃんとやってもらわないと、これは選挙妨害に値するよ。

ちゃんとやってください」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） ただいま居山議員の発言についての正当性を問う意見がございました

ものですから、今、第１問の質問につきましては３回目の質問が終了いたしましたものですか

ら、あと第２問、第３問、第４問が残っておりますけれども、暫時休憩をいたしまして、今の

居山議員のしていただいた発言についてを議会運営委員会に諮りまして協議をさせていただき

たいと思います。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４７分 

 

再開 午後 １時４９分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  ８番、森田さんより発言を求められておりますので、許可します。 

  ８番、森田さん。 

○８番（森田禮治君） 今の居山議員の発言の中に選挙妨害のような発言がありましたけれど



も、それは議運で諮っていただいてはっきりして、今から私も弁護士に電話して聞いてみます

から。 

○議長（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

  ただいま、８番、森田さんより居山議員の質問の言葉遣いについての指摘がございました。

ただいま居山さんの第１問に関しましては３回目の質疑が終了いたしましております。しかし

ながら、２問目、３問目、４問目がありますけれども、今の森田さんの意見を重視いたしまし

て、２問目、３問目、４問目を後ほどの中で行う形をとり、ただいまに暫時休憩をいたしまし

て、議会運営委員会におきまして森田議員よりの発言を議論させていただきたいと思います。 

（「議長、それは手続上違うと思います。議員の発言にクレームが出て動議が出た場合には、

後刻議運で精査をして結果を出しました。その発言については、その後残されたものが全部発

言をするという手続になっていたはずです。会議のときはそれで間違いないですか、議会のル

ールはよく調べてください。初歩的なことです、国会でもそうです。問題のありましたときに

後刻テープで精査します、発言は続けてくださいというルールですよ」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） ただいま再開中ですからテレビのほうにはずっと映っております。 

  今、居山さんが議長に問われたことが議事法に合っているのかどうか、そういう質問でし

たから、今、私の手元にあります資料を読ませていただきたいと思います。 

  議員の動議の扱いにつきましては、発言に対する動議、委員会の付託案件につきましては、

発言をされた議員からその動議が提出されましたところ、その動議は１人以上の賛成者があっ

たならば成立いたします。発言した議員の動議を日程に追加し、その日程の変更を直ちにして

議題とすることについての採決をいたします。その採決は起立によって行います。この動議の

決定することに賛成した方が多い場合は動議が可決されまして、この動議を日程に追加して議

論をするという、そういう形をとってよろしいというのがこの手元の資料にございます。 

  ですから、今、居山さんが問われました議事法に合致しておりますかということにつきま

してはこのとおりにさせていただきたいなと思っております。いかがですか。 

（「いいですか、発言させていただいて」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 発言を求めるときはどうぞ手を挙げてください。 

  では、ただいまより暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５３分 

 



再開 午後 １時５９分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  ただいま８番議員の森田さんから動議が提出されました。 

  この動議につきまして賛成者はございますか。賛成者の方は御起立をお願いいたします。 

（賛成者起立） 

○議長（鈴木 勉君） どうぞお座りください。 

  １人以上の賛成者がございますので、ただいまの動議は成立いたしました。 

  したがって、この動議につきましては、議会運営委員会に付託いたしまして、本定例会終

了日までに調査をして報告をお願いしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。 

  したがって、ただいまの動議につきましては、議会運営委員会にこれを付託し、本定例会

終了日までに調査をし報告願うことに決定いたしました。 

  それでは、居山議員の質問を再開したいと思います。 

  次に、第２問、旧灯台…… 

（「ちょっと待ってください。答弁が漏れていますから答弁してください」「それは終わった

だろう」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） そうです。答弁漏れについては、先ほどの建設産業課の技監からの答

弁で終了しております。ですから、次の第２問に入ります。 

  次に、第２問、旧稲取灯台、安沙刺繍館についてを許します。 

  12番、居山さん。 

（何事か言う声あり） 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） やじが飛んでおりますけれども、あくまでも不穏当な発言でござい

ますので、静粛にしていただきまして、発言者は非常に不愉快な状況とかやりにくい状況とか

がございますもので、議長のほうから不穏当な発言のやじにつきましてはきちんと注意をして

いただきたいというふうに思います。 

  それでは、第２問の質問に移らせていただきます。 

  私はかねてより、この町の100年前の日本初の女性灯台守、萩原すげさんに感銘をいたし



まして、ボランティアで、灯台の横の竹林のコンサートを３回ほどやる中でお手伝いもさせて

いただきました。御本もできたり、そしてまた子供たちへ刺しゅうの本とか、さまざま萩原家

で残されている資料がございます。たまたま刺繍館を訪ねていきましたときに萩原すげさんの

お孫さんがいらして、お友達になったわけですけれども、刺しゅうも拝見をいたしますととて

もすばらしいもので、ああ、これが町の何かに生かせたらいいのになとかということを思って

おりました。 

  そうしたところ、そのお嫁さんになる萩原朝子さんのほうから映画についてのお話がちょ

っとありました中で、もう５年、６年たちますでしょうか、灯台100周年というようなことで、

あの灯台は海上保安庁からの表彰も受けられ、そしてまた灯台の土地、それから刺繍館、刺し

ゅうの作品を全て町に寄贈なさるというようなことになったわけでございます。つきましては、

映画製作ということの御希望があったものですから、たまたまラジオで弾んだお声でインタビ

ューを受けている、山路ふみ子映画賞を受賞したという方の授賞式に一式資料を持っていって、

うちの町にこういう方がいらっしゃるのでぜひ映画をつくってほしいんですけれどもとお願い

をいたしました。そうしたら、半年後に企画書が来て、そしてまた町長にはその件についても

しっかり受けとめていただきながら、産団連の皆様の会合に和泉監督という方にも来ていただ

いてプレゼンテーションをしていただいたわけですけれども、何せ劇映画ということで費用が

すごく多額だったもので、結果としてそれがそのままの状況になっておりました。 

  今回、私の２点目の質問は、旧稲取灯台、安沙刺繍館ということで３点についての質問を

させていただいているんですけれども、この刺繍館について、今後の維持管理、活用というこ

とを町長がどうお考えなのか、そしてまた２点目で、かつての答弁で映画製作のお考えを伺っ

ておりますけれども、地元出身の有為な人材を生かしてこの映画製作をし、さらに観光に生か

していくという取り組みをどうお考えでしょうかということを伺いたいと思います。 

  ３点目が、灯台建設100周年のとき、周辺の土地を寄贈された萩原朝子さんの御希望を伺

っているかどうか。また、ありましたらこれにどうお応えをなさるのかということでお伺いを

したいところでございます。 

○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） 居山議員の第２問、旧稲取灯台、安沙刺繍館については３点からの御

質問になっていますが、２点目につきましては私のほうから答弁し、１点目と３点目につきま



しては教育長から答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、２点目のかつての答弁で映画製作の考えを聞いているが、地元の有為な人材を

活用し観光に生かす取り組みはについてお答えいたします。 

  平成21年９月議会における居山議員の一般質問で、日本初の女性灯台守である萩原すげ

さんをモデルにした映画製作について私の考えを聞かれました。そのときは、「企画としてす

ばらしいが、資金面での支援となると財政事情が厳しい中で慎重に検討しなければならない」

とお答えしております。 

  その映画製作の企画は製作費の面で都合がつかず、一時立ち消えとなったと認識しており

ましたが、その後、居山議員から、製作費を縮減した中で、製作委員会を立ち上げて映画製作

を推進したいとのお話がありました。昨年12月に居山議員と製作委員会の幹部の皆さんと面

談した際には、皆さんの考えを伺った中で、「映画製作の事業主体は製作委員会とし、町は側

面から支援する。」との確認をしておりますので、その考えに変わりはありません。 

  また、観光に生かす取り組みはということですが、前回の一般質問でもお答えしたとおり、

萩原すげさんの御功績や東伊豆町のすばらしさを発信できればありがたいと考えておりますが、

観光客の誘客に大きな効果が期待できるかということになりますと難しいのではないかと考え

ております。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

（教育長 金指善郎君登壇） 

○教育長（金指善郎君） 続きまして、１点目、今後の維持管理、活用はについてと、３点目、

灯台建設100周年のとき、周辺の土地を寄贈された萩原朝子さんの希望を伺っているか、これ

にどうお応えするのかにつきましては、関連性がありますので一括してお答えさせていただき

ます。 

  町指定文化財の旧稲取灯台に隣接し、所有者の萩原朝子様から平成22年３月に寄附を受

けた旧萩原邸につきましては、町指定文化財に関係する施設ということで教育委員会事務局が

維持管理を行っております。また、萩原氏と家族からは建物以外に周辺の土地も寄附を受けて

おりますが、土地の活用方法等の希望は特に伺っておりません。 

  旧萩原邸の管理方法といたしましては、年間を通して毎週土曜日と日曜日に開館するとと

もに、清掃や周辺の草刈り等を行い環境美化に努めております。この建物には、萩原朝子様が

制作された旧稲取灯台にまつわるすばらしい刺しゅうを初め多くの作品が展示されており、訪

れる人々を楽しませておりますので、今後もこれまで同様の維持管理をしていきたいと考えて



おります。 

○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） 今いただきました御答弁で、町の管理のあり方、それからまた町長

の映画製作に側面からの御支援をいただけるという御答弁をいただきまして、安心をいたしま

した。しかしながら、今、萩原朝子さんが御存命でいらっしゃるからなんですけれども、万が

一ですけれども何かの場合に、もう萩原さんがいらっしゃらなくなったのでこの辺の維持管理

ができないとか、そういうようなことがあるのかないのか明確に伺っておきたいと思います。 

  刺しゅうそのものはかなり数が作品としてはございますので、心配なのは、刺繍館が老朽

化して雨漏りあるいはカビの発生等々でせっかくの作品が後世に伝えられないとなりますと、

これはもう萩原家の問題ではなく、町の精神的な遺産と同時に貴重な文化的な遺産でもあろう

かというふうに思います。灯台の経緯については知っていらっしゃる方は何人かはいらしても、

まだまだ十二分に町の中に、若い方々の認識は、あるいは行ったこともないよと、見たことも

ないよという方もたくさんいらっしゃることかというふうに思います。 

  私、今、映画を支える会というものを立ち上げまして、原資を元にこれから大勢の皆様の

浄財をお願いし、町からの支援、それからまた文化芸術振興基金等々の補助金等も考えて映画

製作を何とかということで、私は黒子でございますので、会長、事務局長という方々が動いて

くださって準備を進めております。できましたら、朝子さんが御存命のときに何らかの形で映

画を具体的なものにできないかなというふうに思います。 

  私はよそ者でございまして、まだたかだか三十数年しかここに来てからたっておりません

けれども、嫁いだ先の父親が漁師でありましたので、恐らく萩原すげさんのともしてくれる灯

台の明かりを頼りに大漁船で帰ってきたんではないかなというふうに思ったりもするところで、

今この町に一番必要なこと、欠けていることは何かと考えましたときに、やはり人々の恩に、

あるいは社会の恩に、親の恩に報いていくというこの思いが欠如しているのではないかなとい

うふうに思っております。 

  ドキュメンタリーの映画ということで、今回はわずか数百万ということで前回の計画とは

違いますので、実現も必ずやできることかというふうに思いますが、しかしながら、今、ＮＨ

Ｋのドキュメンタリーを見るたびに、被災地の皆さんのあの状況のドキュメンタリーを見たら、

どんなドキュメンタリーを持ってきても何をこれで訴えるのかということになって、今ある企

画も製作委員会をしっかりと持ちながら私たちが改めて歴史をひもとき、そしてその思いに迫



りながら、現状、今の私たちに欠けているものを明確にその映画で訴えていきながら精神的な

遺産として町外に、また全国に、東伊豆町ここにありということがアピールできるような、そ

ういうドキュメンタリー映画の製作をしていければというふうに思いますもので、今後とも町

の皆様、また町を初め、有能な皆様方がいらしたらぜひお力をおかりして、町を挙げてみんな

が元気に幸せに暮らしていくための一つのアドバルーンとして、これが終わりましたら田村又

吉翁でもいいんではないかなと思うんですけれども、そういう地域の方々へ光を当てたことを

一つの観光のスポットとしてできないかなと。 

  町長、たびたびおっしゃるんですが、こういうものを幾らつくられても、この地図のどこ

にも旧稲取灯台とか安沙刺繍館とかないんですね。へー、何でなのと。いっぱいほかにあって、

これがわずかなものというならともかく、ここを見るとアニマルキングダムとか伊豆東ワイン

とかというふうにあるんですけれども、このちょっと脇に旧稲取灯台と。それがどういうあれ

なのかということは、観光関係の皆さんの不勉強もあるのではないかなというふうに思います。

町に住む皆さんの１人１人の思いや、また郷土にかける熱い思いというものをしっかり受けと

めて、稼ぐためだけの観光ではなく、私たちが精神的な面で誇りにし、そして町が子供たちに、

私たちが譲り渡すときに、これまでのことしかできなかったけれどもごめんねといって渡すし

かないと思うんですね、寂聴さんの言葉をかりれば。 

  とにかく、ゼロからかマイナスかからのスタートをしてきている私たちですので、信頼回

復と、そしてそこに間違いのない信頼があり、そしてまたみんなの喜びと希望が湧く中で町の

発展があるのではないかというふうに思いますので、今後とも、町長には誠心誠意、おごりの

ない町政運営に取り組んでいただきたいことを願うものでございます。 

  日経の記事がようやく出てまいりまして、例えば、世論の高い支持を得たり誰でも論破で

きる能力があったりとか、そういう果報者を望むことがあるけれども、そういうトップに立つ

方々というのは悪魔も見逃さないと。「お前は選ばれたものだ、ひとの言うことなど聞く必要

はないとささやくのである。多くの善良な人間が、それを真に受けて『傲慢』になり、破滅す

る。」という、２月18日の日経の「傲慢の帰結」という記事がございまして、願わくば我が

町がそんなことになりませんように、そんな大きな発展は望まなくとも、みんなで肩寄せ合っ

て、いい町だよねと、子供たちも帰ってきたくなるような、心温まる、そういう町にしていた

だきたいというふうに私は願うところでございます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この映画製作に関しましては、もう21年のときに相当な金額



がかかるというので、一旦断念したと自分自身は考えた中で、先般、去年の秋ごろですか、居

山議員から、朝子さんが余命幾ばくもないという言い方はおかしいですけれども、そういう中

で何とかドキュメンタリーにして残してやりたいと言われた中で、町といたしてもこの灯台と

かその近くの朝子さんの土地を寄附されたもので、何かしらの方法で朝子さんに対するドキュ

メンタリーをつくってやりたいという考えがありました。 

  そういう中で、当時、教育委員会にどのぐらいかかるかという中で、またその辺の金額で

つくろうと、そういう経過の中で、居山議員のまたさらにその上を行くドキュメンタリー映画

という中で話が進んでいると私は認識しております。 

  そういう中で、壇上でも言ったように、あくまでも映画製作の事業者は製作委員会でして、

町は側面的に応援してそのドキュメンタリーをつくる。たとえそれがだめになったとしても、

朝子さんに対する業績というものは町が残してやりたい。ドキュメンタリーのＤＶＤはつくる

計画が町の中でありますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、刺繍館に関しましては、私、あの建物を維持した中で、刺しゅうはすごくすばら

しいもので、これは保存していきたいと考えております。そういう中も、今の刺繍館の建物が

ある中で、それを改築してまた違うところへ持ってきてもいいんではないかと考えている中で、

副町長に聞きましたら、その刺繍館のがありますが、その中にそこの土地で刺繍館をやってほ

しいという一文が書いてあるのかな、灯台のそばに置いてほしいという、そういうのがあるら

しいので、そういうことにもなると、建物をつくって維持した中でやると相当な金額がまたか

かると思います。それはまた朝子さんにちゃんとしたかたちで、刺繍館は保存するけれども、

場所はちょっと動いてもいいですかと確認した中で、その刺しゅうに対する保存はやっていき

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） 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、２問目については、非常にありがたい御答弁をいただき

ましたもので了といたします。その取り組みに大いに期待をさせていただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、エコクリーンセンター延命化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３問目に移ります。エコクリーンセンター延命化について。 



  やはり伊豆新聞の報道で気になる記事がございまして、今回、私はこの質問を取り上げた

わけでございますけれども、平成７年に議員になって、新人議員で右も左もわからない中で当

時の清掃センター建設問題特別委員会がつくられ、折につけ委員長なども務めさせていただき、

議会の場でも、リサイクル時代のごみ行政という質問をさせていただきました。そのことによ

ってさまざまな波紋があったわけですけれども、結果として、さまざまな経緯がある中で、河

津町と合同で、当初計画していた清掃センターを一回り大きくした形の清掃センターが、今、

あそこで機能をしているわけでございます。あれから11年ということでございます。 

  今回、伺うところ、国とか県が、当初はミニ広域ではなく将来的には広域でやるから、と

りあえずはミニ広域でやっていなさいというような話がどうとかといようなことでして、にわ

かに次の段階でこういうふうなという提案がされているという報告がありまして、延命化とい

うことでの話でございます。私が今回伺う点の２点として、１点は、延命化の理由、そして方

式、費用等について伺いたいと思います。 

  もう１点は、町民へのごみ減量啓発の取り組みの推移と現状をお尋ねいたします。 

○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） 居山議員の第３問、エコクリーンセンター延命化については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、延命化の理由、方式、費用等についてですが、東河環境センターのごみ処理

施設「エコクリーンセンター東河」につきましては、静岡県がダイオキシン対策のため県下を

７圏域に分け推進するごみ処理施設広域化の目標年次である29年度までの過渡期対策として、

15年４月から、河津町とのミニ広域化によるごみ処理施設を本稼働してきました。しかしな

がら、県のごみ処理施設広域化計画は19年度に検討が中断され、広域化の見通しが立ってい

ない状況となっております。 

  このような事情により、平成30年度以降のエコクリーンセンター東河の施設の整備方法

について、両町の町長及び関係職員による東河環境センター施設整備等推進協議会において検

討し、その結果を組合議会に示しました。組合議会では、既存施設を有効利用する方法で施設

の長寿命化・延命化を図り、循環型社会形成推進交付金を受けることで財政負担を軽減するこ

とに決定いたしました。 

  また、方式につきましては、既存システムを活用する単純延命と発生した蒸気により発電



を行うボイラー化の２つの案から、財政負担の軽減が図られる等の理由により、ボイラー化で

改修する方式を選択いたしました。 

  費用につきましては、工事費は33億8,800万円程度、うち組合負担額16億4,700万円強が

見込まれております。工事につきましては、29年度から３カ年にわたり実施する計画で、事

業実施にかかわる負担金につきましては、今後、組合議会にて協議していくことになります。 

  次に、２点目の町民へのごみ減量啓発の取り組みの推移、現状についてですが、これまで

の取り組みについて年度別に申し上げます。 

  平成14年度は、家庭用電動生ごみ処理機の購入費補助金交付要綱を制定いたしました。

15年４月には、エコクリーンセンター東河の本稼働に伴い、ペットボトル、白色トレー、無

色瓶、茶色瓶、その他の瓶の分別収集を始めました。20年１月から廃食用油の回収を開始し、

22年10月には、一般廃棄物（ごみ）の特集号の全戸配布をいたしました。23年１月から町の

指定ごみ袋の収集を完全実施し、25年10月にはごみ減量を目的として持ち込みごみ手数料の

改正を行いました。 

  このほか、広報「ひがしいず」、回覧、有線テレビなどを利用して、ごみの分別や生ごみ

の水切りの徹底など、ごみ減量についての啓発を行っております。 

  このように、ごみ減量に係る町民への啓発活動に積極的に取り組んでまいりましたが、エ

コクリーンセンターの延命のためにも、町民の皆様には今後もさらなる御協力をお願い申し上

げます。 

○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） そこで、今回問題となっております点でございますが、伊豆新聞の

報道を見ますと、熱海の姫の沢の清掃工場の談合問題ということで、最高裁がこのプラントメ

ーカー５社に支払い命令を出しているわけでございます。賠償３億1,500万ということでござ

います。 

  私も、新人議員でしたけれども、特別委員会がつくられる中で熱海の姫の沢の工場も見て

まいりました。もちろん伊東市もそうです。あちこち皆さんと一緒に見て勉強をいたしました。

行きましたところ、ええっ、何で、ここどこはなのというくらい、ホテルみたいなすごく立派

な、そういう清掃センターだったんです。おまけに100トンの炉が２基ということで、へー、

こんなに大きな炉が必要なのというふうに思ったんですけれども、何年かしないうちに、結局、

そんなにごみがないもので１基で十分間に合ったということで、この200トンあるのが100ト



ンだけで済んでいるという話とかも聞きまして、そのときの議員の皆さんが一体この建設につ

いてどういう議論をしたんだろう、調査・研究したんだろうと。余りにも業者の皆さんの言い

なりで事業が進んできてしまっているんではないのかなと。 

  特にこういう施設というのは難しい、技術的なものもありますので、職員も一生懸命やっ

ていても、町長、去年４月に全員かわっているんですね、あそこね、河津町もうちも。もうち

ょっと打ち合わせしてやってもらわないと困りますよね。人事の問題について私が言うとまた

何か問題かと思うんですけれども、やっぱり両町でもってやっていただくということで１人や

２人残していただかないと、そんなのでこの間、傍聴に行きましたけれども、いずれにしても

心配な点が多々ございます。 

  議会のほうでも、今、全員協議会もこれから持たれてさまざまな取り組みを考えていらっ

しゃるようでございますので、私は、今回この質問についてはある意味、問題提起ということ

で、さまざまなことは議事録も入手して全部、言うならば推進整備の幹事会とかの議論とか説

明と、また管理者等の発言等々、全部熟知しております。全て物事というのは、どこで誰が何

を言ったということが後に残り、これが正確に残らないとだめですけれども、職権の濫用がな

い限り、どんなことを言おうとも議員の発言というのは議事録にそのまま残さなければいけな

いわけです。 

  そんなことで、議事録というものの重さを感じながら私も全部それを読んでおりますので、

今回の問題につきましてぜひ慎重な取り組みを望むものでございますが、町長の御見解をいた

だければと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然これは組合議会のことですから、組合議会で慎重審議をやる中で、

私の町長としての決意といたしましては、町民になるべく負担をかけない方向でやっていくし、

また熱海のようなことがあっては絶対いけない、そういう覚悟でいます。そういう中で、今ま

での経緯の中でやった中で、今の処理の仕方が最良だと自分自身も考えております。 

  そういう中で、今、組合議会に決定していただいた中で、これから組合議会と十分協議し

た中でなるべくいい方向でこれはつくっていきたい、そういう考え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。 

○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） 今の町長のご答弁をしっかり受けとめて、今後、私どももしっかり



とこの問題についての取り組みをしていきたいと。殊に、簡単に議決して通してしまったなら

ば後で大変な負担を町民に与えてしまうわけでございますので、おのおの置かれた立場でしっ

かり研さんをしていかないと議員としての説明責任が果たせないなというふうに今感じるとこ

ろでございます。了といたします。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第４問、職員の綱紀粛正、意識改革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、残りわずかになりましたので４点目に移ります。 

  先ほどのおごりの話は、町長に限らず、職員の皆さんにもぜひおごりがあってほしくない

なというふうに思いまして、第４問目の質問を出すところでございます。公務員の皆さんは、

全体の奉仕者としてのそういう本分を自覚して、服務の規程を忠実に遵守していただくという

ことはもう当然のことかと思います。 

  しかしながら、人間でございますので、時に緩むこともありますし、時に緊張することも

ありますけれども、余りトップが優しいと、ちょっと緩んだままということが間々見受けられ

るのではないかなというふうに思います。かつては、相当厳しいトップの場合にはみんなぴり

ぴりしていたと思うんです。そういうことから、やはり町長におきましては、言うべきことも

はっきり言っていただかなければならないと思いますし、時には厳しい処分も出していただか

なければならないと。そうでないと、いつまでもそれをずっと引きずって、それでよしとする

ような風潮が我が町にあるのではないかと私は危惧するところでございます。 

  服務の基本として服務姿勢を正していただく、あるいは綱紀粛正というものを徹底してい

ただくというようなことで、浜松の自治体とか教育界とか、目を覆いたくなるような問題がた

くさんございまして、こんな時代は嘆かわしくて、誰のお金で生活しているんだろうと、私も

含めて町民の血税じゃありませんか。そうしましたら、やはり天に恥じることのないような公

平・公正な、そして自分自身も、仕事が終わったときに頑張ったな、悔いないなということを

自分自身の勲章として仕事に励んでいただきたいというふうに思います。 

  経済、雇用状況というものが大変厳しい中で、町民の町政に対する期待の大きさというも

のは非常に大きいと認識していただき、直面する課題に積極的に取り組み、また創意工夫をし

ていただきながら、職員１人１人が職務姿勢に対する町民の視線の一層の厳しさというものを

自覚して、町民から信頼され、評価されるような町政の推進に努めてほしいということでござ

います。 



  おごりということは誰もわからないので、絶えず自分の胸に手を当て、やはり全体の奉仕

者、また公僕ということで、議員もそうですけれども、町民の皆さんの声の代弁者としてしっ

かりと小さな声も受けとめて、議会の場でぜひ90分は毎回やりたいというふうに思っており

ますもので、今後とも取り組みを頑張りたいと思います。御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 居山議員の第４問、職員の綱紀粛正、意識改革については２点からの

質問となっておりますが、１点目の現状町民の評価をどう認識しているか、２点目の町の五十

数年を振り返っての問題点につきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。 

  私は、平成18年３月26日に就任して以来８年がたとうとしておりますことはご承知のと

おりでございます。就任以来、現在まで、職員の綱紀粛正にかかわるような事案はなかったと

認識しておりますので、町民の評価云々を申し上げるべきものもございません。 

  職員には、電話での応対や窓口でのお客様の立場に立った対応、挨拶運動を心がけるよう

日ごろから指導してきたところでございます。住民の皆様からは、職務に対するお叱りを受け

ることもございますが、またお褒めの言葉もいただいてもおります。 

  今後も、職員の接遇能力を向上させるとともに、職員の資質向上に努めてまいりたいと考

えております。 

  また、ただいま申し上げましたとおり、町長就任後８年でございますので、五十数年を振

り返っての職員の綱紀粛正の問題点につきましては、私の就任中はそのような事案はなかった

と考えておりますので、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） 綱紀粛正ということ、そしてまた職員の意識改革ということで、こ

れはもう十数年前に、意識改革の話につきましては大変難しいということを指摘させていただ

き、かつて私も勤めておりました電電公社からＮＴＴになるときに、ＱＣの手法を通して、親

方・日の丸で仕事をしておりました電電公社のそういう緩んだ精神を何年かかけて意識改革を

したわけでございます。 

  その後、このＱＣについて注目をしておりましたら、うちの町のホテルでも先進的な取り

組みをしているところがありまして、その発表の場とか、それからまた講師の先生方からお話



を伺ったりしまして、やはり行政の中にこういうことを入れていくというのも必要かなと。そ

うでないと意識改革というのは簡単にはできることではないというふうに思うわけでございま

す。 

  ＱＣの手法というのはそれぞれありまして、時代とともに、今それが本当に使えるものか

どうかはわかりませんけれども、職員の皆さんが頑張っているよとはいっても、では頑張る尺

度というのがどうなのか、どれくらい頑張ったのか、そしてそれもお客様である町民と、仕事

をする職員と、それとまた町長、その三者がともに喜ぶ、一つの成果を上げていくために目標

も設定をし、そして具体的な取り組みを仲間で話し合って自分たちの現状の把握をして、問題

点をお魚の骨の中に全部分類して、それを改善するためにはこういうふうにしていったほうが

いい、やろうよということでみんなで合意を見つけて、いつまでにこういうふうにするという

数値に基づいた取り組みをして、自分たちの仕事のあり方というものを変え、意識を変えてい

くという手法でございます。 

  厳しい時代です。町民の皆様は、生きる、死ぬかで日々の暮らしをしている方もいらっし

ゃることかと思いますので、どうぞ皆さん、町民が来ましたときには最大限の優しい笑顔で、

何か御用ですか、どちらにいらっしゃるんですかというふうな声かけとか、そういう対応を意

識改革の中にまず入れていただいて、そして困っていることに対しての適切なアドバイスなり、

こういうところでこういうふうになさるといいですよという、何よりも親切な対応をしていた

だく。そしてまた、裏も表もない、そういうお仕事ぶりに私は期待をさせていただいて、私の

質問を終わらせていただきます。御答弁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） まず、職員も一生懸命頑張ること、そして私は全然怒らないわけでは

ございません。怒った中で、最近、町長は怒り過ぎだということも言われておりますもので、

ちょっと怒るのを控えようかなと思っておりますけれども、何しろ１回目のことはやらせます。

それで、同じような失敗をしたらそれは必ず怒ります。やっぱり人間ですから、やることはや

った中で同じ過ちは繰り返してはならないという中で、怒ることだけは居山議員もちょっと認

識が、怒るときは怒ります。それだけは言っておきます。 

  さらに、再三言ったように、電話での対応、挨拶運動は私がなってから、公務員としての

あれで、民間に比べると当然やるべきことをやっていないもので、これは再三再四言っており

ます。電話での対応、挨拶をやりなさいと。そういう中で、職員の意識改革はまだまだ十分浸

透していないかわかりませんが、窓口に来たお客様、町民ですね、それに対しては親切・丁寧



に教えてあげなさいということは総務課長からも課長通達で出しておりますし、そういうこと

はやっております。 

  さらに、ＱＣは、言ったように、民間のホテルでやっているようなことは大変すばらしい

と考えております。これはいずれ取り入れるような方向でいきたい。とりあえず行革の中で事

務事業レビュー、事業仕分けをやっております。これでまた職員の意識も大分変わってきてお

りますもので、この事務事業レビューをやった中でまたよりよい方向で職員の意識も変わって

いくでしょうし、また町民のために今まで以上にやってくれるんではないかと私は確信してお

ります。 

  また、叱るときは叱りますもので、その辺は居山議員も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、12番、居山さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、２時55分まで休憩いたします。よろしくお願いいたします。 

 

休憩 午後 ２時４０分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

─── 

 

◎日程第２ 議案第３号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 議案第３号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

  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３号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部

を改正する条例について提案理由を申し上げます。 



  平成25年度の税制改正により地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、

東伊豆町税賦課徴収条例の一部の改正を図ったものでございます。 

  今回の改正は、行政手続条例の適用除外、個人住民税の年金特別徴収制度及び金融所得課

税の一体化についてそれぞれの見直しを行ったものであります。 

  詳細につきましては税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） 税務課長。 

○税務課長（鈴木敏之君） ただいま提案されました議案第３号 東伊豆町税賦課徴収条例の

一部を改正する条例について別紙議案第３号説明資料をもって説明させていただきます。 

  お手元の説明資料をごらんください。一番後ろについております。 

  平成25年度税制改正の概要ですが、初めに、第４条第１項、東伊豆町行政手続条例の適

用除外についてですが、法改正にあわせての改正となります。行政手続法の中で適用除外が、

国税の改正に伴い新たに適用対象となる内容であります。施行日につきましては公布の日から

となっております。 

  次に、第47条の２、公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収についてです

が、法改正にあわせての改正となります。納税義務者が市町村の区域外に転出した場合も特別

徴収を継続することとする見直しとなります。施行日につきましては平成28年10月１日とな

っております。 

  次に、47条の５、年金所得に係る仮特別徴収税額等についてですが、同じく法改正にあ

わせての改正となります。年金所得に係る仮特別徴収税額の算定方法の見直しとなります。施

行日につきましては平成28年10月１日となります。 

  次に、附則の改正ですが、施行日については全て平成29年１月１日となっております。 

  初めに、附則第７条の４、寄附金税額控除における特例控除額の特例についてですが、規

定の新設にあわせて引用条項に附則第19条の２を追加します。 

  次に、附則第16条の３、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例につい

てですが、法改正にあわせての改正となります。上場株式等に係る配当所得等の分離課税につ

いて、特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴う所要の規定の整備となります。 

  次に、附則第19条、一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例につ

いてですが、法改正にあわせての改正となります。株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般

株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したこと



に伴う所要の規定の整備となります。 

  次に、附則第19条の２、上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例

についてですが、法規定の新設にあわせての新設となります。上場株式等に係る譲渡所得等の

分離課税を新設したことに伴い、規定の新設となります。 

  次に、旧附則第19条の２、特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得

等の課税の特例から、次のページの旧附則第20条の特定中小会社が発行した株式に係る譲渡

損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例までにつきましては、規定の削除となります。 

  次に、旧附則第20条の２、先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例に

ついては、附則第20条への規定の繰り上げとなります。 

  次に、旧附則第20条の３、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除については、規

定の削除となります。 

  次に、旧附則第20条の４、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課

税の特例については、法改正にあわせての改正となり、附則第20条の２で規定の繰り上げと

なります。条約適用配当等に係る分離課税について、特定公社債の利子等が対象に追加された

ことに伴う所要の規定の整備となります。 

  最後に、旧附則第20条の５、保険料に係る個人の町民税の課税の特例については、規定

の削除となります。 

  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３号 東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例についてを採決いた

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３ 議案第４号 東伊豆町社会教育委員条例の全部を改正する条例について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 議案第４号 東伊豆町社会教育委員条例の全部を改正する

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議案第４号 東伊豆町社会教育委員条例の全

部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  平成25年６月に第３次一括法、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律が公布されました。これに伴い関係条文の整備を図るも

のでございます。 

  詳細につきましては教育委員会事務局長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君） それでは、ただいま提案させていただきました議案第

４号 東伊豆町社会教育委員条例の全部を改正する条例について朗読をもって説明とさせてい

ただきます。 

  次のページをごらんください。 

  東伊豆町条例第 号。 

  平成 年 月 日。 

  東伊豆町社会教育委員条例の全部を改正する条例。 

  東伊豆町社会教育委員条例（昭和34年東伊豆町条例第49号）の全部を次のように改正す

る。 

  （設置） 

  第１条 社会教育法（昭和24年法律第207号）第15条第１項の規定により、本町に社会教



育委員（以下「委員」という。）を置く。 

  （構成） 

  第２条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者

並びに学識経験者のある者の中から教育委員会が委嘱する。 

  ２項 委員の定数は、15名以内とする。 

  ３項 委員は、委員会を構成し、互選により委員長及び副委員長を定める。 

  （任期） 

  第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

  ２項 教育委員会は、委員に特別な事情があると認めた場合は、その任期中でもこれを解

嘱することができる。 

  （運営） 

  第４条 委員会は、社会教育法第17条の職務を行うために必要に応じて会議を開く。 

  附則 

  この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

  以上、簡単でありますが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、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） この条例で15名以内というふうに区切ってありますけれども、

現状では何名を委嘱するのか。案がありましたらお聞かせください。 

○議長（鈴木 勉君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（齋藤容一君） 今現在の社会教育委員さんについては12名というこ

とでさせていただいています。通常の中では以内ということで、大体、学校関係、社会教育関

係、学識経験者、それから家庭教育関係ということで、教育委員会の活動、学校・社会教育、

スポーツ関係等の活躍された方の中から委嘱をお願いしているところであります。４月以降、

２年ということでまた委嘱をお願いしますが、現状と同じような形で委嘱をと考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに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。 

  これより議案第４号 東伊豆町社会教育委員条例の全部を改正する条例についてを採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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４ 議案第５号 東伊豆町消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 議案第５号 東伊豆町消防長及び消防署長の資格を定める

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５号 東伊豆町消防長及び消防署長の

資格を定める条例の制定について提案理由を申し上げます。 

  昨年６月14日、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律が公布され、本年４月１日付、消防組織法の改正により、これまで政令

で定められていた消防長及び消防署長の資格について市町村の条例で定めるとされたことから、

東伊豆町消防長及び消防署長の資格を定める条例を制定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。 

○議長（鈴木 勉君） 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５号 東伊豆町消防長



及び消防署長の資格を定める条例の制定について御説明申し上げます。 

  市町村の消防長及び消防署長の資格につきましては、市町村の消防長及び消防署長の資格

を定める政令で定められているところですが、消防組織法第15条の改正により政令で定める

基準を参酌して市町村の条例で定めるとされたことから、別紙のとおり条例を制定するもので

ございます。 

  １ページをおめくりいただいて、条例をごらんください。 

  第１条は、趣旨について定めるもので、消防組織法第15条第２項の規定に基づき、消防

長及び消防署長の資格を規定するとしたものです。 

  第２条は、消防長の資格について定めるもので、消防職員として消防事務に従事した者で、

消防署長又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関において、消防署

長の職と同等以上の職に１年以上あったもの。第２項では、市町村の行政事務に従事した者に

おいては、市町村長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認

められる職に２年以上あったものとするものでございます。 

  第３条は、消防署長の資格について定めるもので、消防吏員として消防事務に従事した者

で、消防司令以上の階級に１年以上あったもの。第２項では、消防司令補以上の階級に３年以

上あったものとし、各項で定められた期間において町長が定める教育訓練を消防大学校におい

て受けた者については、町長が定める期間を控除した期間とすることとしております。 

  附則といたしまして、この条例は、平成26年４月１日から施行とするものです。 

  以上、簡単ではありますが説明といたします。御審議をよろしくお願いいたします。 

○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５号 東伊豆町消防長及び消防署長の資格を定め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） 

○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５ 議案第６号 東伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一

部を改正する条例について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 議案第６号 東伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の

支給に関する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議案第６号 東伊豆町非常勤消防団員に係る

退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が昨年12月13日に公布・施行さ

れ、非常勤消防団員の処遇改善等について国及び地方公共団体に必要な措置を講ずることが義

務づけられました。これにより、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が

改正され、非常勤消防団員の退職報償金の支給額が引き上げられることとなり、東伊豆町非常

勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例について所要の改正を行うものであります。 

  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。 

○議長（鈴木 勉君） 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６号 東伊豆町非常勤

消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げ

ます。 

  非常勤消防団員の退職報償金につきましては政令及び市町村の条例において支給額が定め

られているところですが、このたびの改正内容につきましては、勤続年数５年以上の団員に階

級に応じて定められている支給額について、一律５万円の引き上げとする政令の改正内容にあ

わせた一部改正を行うものでございます。 



  恐れ入ります。新旧対照表をごらんください。 

  表の左側、旧条例の第２条の「４年以上」を「５年以上」に改めます。 

  別表中、勤務年数の欄について、「４年以上５年未満」を削り、「５年以上７年未満」及

び「５年以上10年未満」を「５年以上10年未満」に、また「10年以上12年未満」及び「12年

以上15年未満」を「10年以上15年未満」に改めるものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は、平成26年４月１日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではありますが御説明といたします。御審議をよろしくお願いいたします。 

○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６号 東伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一

部を改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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６ 議案第７号 公の施設の指定管理者の指定について（片瀬地区防災センター） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第６ 議案第７号 公の施設の指定管理者の指定について（片瀬

地区防災センター）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７号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて（片瀬地区防災センター）について提案理由を申し上げます。 

  去る１月17日に完成しました片瀬地区防災センターの指定管理者に片瀬区を指定するに

当たり、議会の議決を求めるものでございます。 

  なお、指定管理者の選定は、東伊豆町公の施設の指定管理者選定委員会での２回の審議結

果により決定した内容に基づくものでございます。 

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

ます。 

○議長（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７号 公の施設の指定管

理者の指定につきまして、議案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。 

  議案第７号 公の施設の指定管理者の指定について（片瀬地区防災センター）。 

  東伊豆町防災センターの設置及び管理等に関する条例（平成18年東伊豆町条例第19号）

第４条第１項の規定により、片瀬地区防災センターの指定管理者を次のとおり指定する。 

  施設の名称、片瀬地区防災センター。指定管理者、所在地、東伊豆町片瀬584番地の１、

名称、片瀬区。指定の期間、平成26年４月１日から平成29年３月31日までの３年間といたし

ます。 

  以上、簡単ですが説明にかえ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） １点、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

  この施設は大分大きい施設になりました、結果としても。それで、この指定管理契約の中

で町が負担すべき、例えば電気・水道等の負担と指定管理者が負担すべきところというのはど

ういう区分で契約をされているのか、その点をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） これにつきましては議員おっしゃるとおりに大きな施設

でございます。町が負担すべきものにつきましては、従前ですと、公民館と消防のポンプ小屋

が別々になっておりました。これが１つになりましたものですから、その辺につきまして、前

にできました北川防災センターと同じような仕組みとなっております。 



  そのほかにつきましては、消防ポンプ小屋と公民館が別々になっております関係上、消防

の費用分をどうするかという問題も発生しておりますけれども、それにつきましては、消防の

非常備消防費のほうでは光熱費は持たないといった形になってきましたもので、第４分団の過

去の年間の電気代につきましては７万数千円かかってきたといった部分がございますけれども、

これにつきましては今度、太陽光発電といったものがある関係上、片瀬地区のほうには、各地

区に出しております防災費の地区活動費の中に加える形で３万円を上乗せするといった形のも

ので、その部分について町のほうがという形になっています。 

  それで、ソーラーの売電収入の関係なんですけれども、これにつきましては、人格のない

団体でございますもので、売電収入に関する事業ができないといった事情がございますもので、

それにつきましては町のほうの収入になります。ですから、防災センターを使用した電気代に

つきましては売電収入と使った部分の相殺という形で、浮いた分については町のほうの収入と

いった形になってきております。ただ、エアコン等は動力計になりますもので、ソーラーとは

全く系列が別という形になっておりますもので、指定管理者となる片瀬区につきましてはその

辺の光熱費は徴収することができる形となっております。そういった形でございます。 

  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。 

  これより議案第７号 公の施設の指定管理者の指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） 

○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。 

 

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

─── 



 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ３時２０分 

 

 

 



平成２６年第１回東伊豆町議会定例会会議録  

 

議 事 日 程（第３号） 

 

                    平成２６年２月２４日（月）午前９時３０分開議 

日程第 １ 議案第 ８号 平成２５年度東伊豆町一般会計補正予算（第１２号） 

日程第 ２ 議案第 ９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２号） 

日程第 ３ 議案第１０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２ 

             号） 

日程第 ４ 議案第１１号 平成２５年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第 ５ 議案第１２号 平成２５年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ６ 議案第１３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２号） 

日程第 ７ 議案第１４号 平成２５年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号） 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成26年東伊豆町議会第１回定例会第５日目は成立いたしましたので、開会い

たします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

─── 

 

◎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８号 平成２５年度東伊豆町一般会計補正予算（第１２号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案第８号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第

12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） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第８号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第12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から3,351万3,000円を減額いたしまして、



歳入歳出予算の総額を52億6,262万9,000円とするものでございます。 

  今回の補正につきましては、緊急的な要因が発生しない限り、平成25年度の最終補正と

なりますので、全般的に事業の清算及び執行残額の最終調整を実施いたしたところであります。 

  歳入の主な内容を申し上げますと、町税におきましては、収納額の減収見込みとなる固定

資産税の減、また、これまでの実績に基づく町たばこ税並びに入湯税の減額措置でございます。 

  県支出金につきましては、県の地域医療再生計画に基づく災害医療推進事業費補助金の増

額措置、また森林環境保全整備事業の繰り越しに伴う減額措置でございます。 

  寄付金につきましては、３件の御浄財が寄せられましたので、目的に沿って活用させてい

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、国の第１次補正予算により前倒しいたします稲

取漁港整備事業の増額措置、また中山間地域総合整備事業に係る町負担金の増額、さらに町内

救護病院における災害医療体制の強化・充実のための設備整備に対する補助金を増額とさせて

いただくものであります。必要な財源配分を行った後に、余剰財源を財政調整基金に繰り戻し

措置させていただき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８号 平成25年度東伊

豆町一般会計補正予算（第12号）について、概要を御説明申し上げます。 

  平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第12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から歳入歳出それぞれ3,351万3,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億6,262万9,000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。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法第213条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、

「第２表繰越明許費」によります。 

  （債務負担行為の補正） 

  第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」によります。 



  （地方債の補正） 

  第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、10ページ、11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。 

  １款町税、２項固定資産税、１目固定資産税、補正前の金額から1,430万円を減額し、12

億1,072万9,000円といたします。１節現年課税分、細節１現年課税分2,000万円の減は、収納

額の減収見込みに伴う減額であります。２節滞納繰越分、細節１滞納繰越分570万円の増は、

収納実績に基づく増額であります。 

  ４項町たばこ税、１目町たばこ税、補正前の金額から443万1,000円を減額し、１億3,117

万5,000円といたします。１節現年課税分、細節１現年課税分443万1,000円の減は、たばこ離

れによる売り上げ本数の減少に伴う減額措置であります。 

  ６項入湯税、１目入湯税、補正前の金額から330万円を減額し、１億2,468万1,000円とい

たします。１節現年課税分、細節１現年課税分330万円の減は入湯客数の減少に伴う減であり、

これまでの実績に基づき今年度決算の入湯客数の見込みを82万8,000人とさせていただきます。 

  ２款地方譲与税、２項地方揮発油譲与税、１目地方揮発油譲与税、補正前の金額から100

万円を減し、1,400万円といたします。１節地方揮発油譲与税、細節１地方揮発油譲与税100

万円の減は、地方財政計画やこれまでの実績をもとに推計し調整する内容であります。 

  なお、以下の４款配当割交付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費税交付金、

次の12ページ、13ページになりますが、７款ゴルフ場利用税交付金、９款自動車取得税交付

金のそれぞれの増減につきましても、地方財政計画や県の最終予算額並びにこれまでの実績か

ら推計し補正措置するものでございます。 

  14ページ、15ページをお開き願います。 

  15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の金額から298万

3,000円を減額し、２億4,190万3,000円といたします。３節児童手当負担金、細節１児童手当

負担金329万3,000円の減は、対象者の減に伴う減額措置であります。 

  16ページ、17ページをお開き願います。 

  ３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額から122万4,000円を減額し、815万4,000

円といたします。２節選挙費委託金、細節１参議院議員通常選挙費委託金122万4,000円の減

は、実績に基づく精算でございます。 

  16款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、補正前の金額から452万8,000を減



額し、１億6,196万6,000円といたします。１節社会福祉費負担金、細節４国民健康保険基盤

安定負担金407万8,000円の減は、加入者並びに軽減者が減少しており、交付決定に基づく県

負担金の減額であります。 

  ２項県補助金、２目民生費県補助金、補正前の金額に233万8,000を追加し、5,201万

9,000円といたします。１節社会福祉費補助金、細節４重度心身障害者医療費補助金136万円

の増は、本年度実績から推計し増額するものであります。細節13保育対策等促進事業補助金

157万6,000円の増は、保育ママ事業などの事業費確定に伴う増額措置でございます。 

  18ページ、19ページをお開きください。 

  ３目衛生費県補助金、補正前の金額に1,901万6,000円を追加し、2,118万6,000円といた

します。２節保健衛生費補助金、細節５災害医療推進事業費補助金1,908万5,000円の増は、

町内救護病院における災害医療体制の充実強化のための自家発電装置等の整備に対する補助金

であります。 

  ４目農林水産費県補助金、補正前の金額から2,706万1,000円を減額し、2,582万9,000円

といたします。３節林業費補助金、細節１森林整備加速化・林業再生事業補助金316万9,000

円の減は、奈良本地内の間伐事業に対する補助金の実績に基づく減額措置であります。細節３

環境林整備事業補助金2,300万円の減は、片瀬大付地区の植林事業に対する補助金ですが、事

業繰り越しに伴い本年度は減額とし、改めて新年度に予算計上いたします。 

  ５目商工費県補助金、補正前の金額から423万5,000円を減額し、9,307万8,000円といた

します。１節商工費補助金、細節１緊急雇用創出事業臨時特例対策事業費補助金373万5,000

円の減は、空き家調査、町有林調査並びに応急手当講習の事業費確定に伴う減額措置でありま

す。 

  ７目消防費県補助金、補正前の金額から289万6,000円を減額し、１億6,563万2,000円と

いたします。１節地震対策費補助金、細節２大規模地震対策等総合支援事業補助金192万

9,000円の減は、対象事業費確定に基づく減でございます。 

  ３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額から235万6,000円を減額し、3,506万

8,000円といたします。 

  20ページ、21ページをお開き願います。 

  ３節選挙費委託金、細節１静岡県知事選挙費委託金139万9,000円の減は、事務費等の精

算調整でございます。 

  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10万円を追加し、35万円



といたします。１節社会福祉費寄付金、細節１社会福祉費寄付金10万円の増は、社会福祉法

人三信福祉協会様からお寄せいただいた御浄財であります。 

  10目ふるさと納税寄付金、補正前の金額に４万円を追加し、87万円といたします。１節

ふるさと納税寄付金、細節１ふるさと納税寄付金４万円の増は、東京都練馬区在住の山田和徳

様から３万円、また千葉県の匿名希望者から１万円、それぞれお寄せいただいた御浄財であり

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、補正前の金額から97万2,000円

を減額し、１億5,720万8,000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97万2,000円の減は、今回の補正予算における歳入歳出調整後の余剰金を基金へ繰り

戻すものであります。なお、平成25年度末の財政調整基金残高の見込みは６億9,500万円でご

ざいます。 

  ３目緊急地震・津波対策基金繰入金、補正前の金額から137万3,000円を減額し、1,085万

4,000円といたします。１節緊急地震・津波対策基金繰入金、細節１緊急地震・津波対策基金

繰入金137万3,000円の減は、防災資機材整備などの事業費確定に伴い余剰金を基金へ繰り戻

すものであります。 

  22ページ、23ページをお開きください。 

  21款諸収入、４項雑入、１目過年度収入、補正前の金額に157万7,000円を追加し、160万

6,000円といたします。１節民生費過年度収入、細節９児童手当過年度収入145万9,000円の増

は、平成24年度分の確定に伴う精算であります。 

  ２目雑入、補正前の金額に467万6,000円を追加し、6,289万円といたします。９節雑入、

細節27市町村振興協会交付金474万3,000円の増は、図書館の施設、設備等に対する交付金が

今年度も継続となったことによる増額措置であります。 

  22款町債、１項町債、１目農林水産業債、補正前の金額に870万円を追加し、2,390万円

といたします。１節水産業債、細節１稲取漁港整備事業200万円の増は、国の第１次補正予算

の事業採択により新年度から前倒しで対応するための増額措置でございます。２節農業債、細

節１中山間地域総合整備事業670万円の増は、県の事業費追加に対応するための増額措置でご

ざいます。 

  24ページ、25ページをお開きください。 

  次に、３歳出について、主な補正内容を御説明いたします。 

  今回の補正予算に関する全ての款の人件費につきましては、最終調整を図った内容となっ



ておりますので御理解をお願いいたします。 

  ２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318万6,000円を追加し、

４億3,895万8,000円といたします。事業コード11職員共済事業、３節職員手当、細節16退職

手当組合特別負担金439万9,000円の増は、本年３月31日付勧奨退職予定者等２名分の特別負

担金でございます。 

  28ページ、29ページをお開きください。 

  10目自治振興費、補正前の金額から177万2,000円を減額し、4,307万7,000円といたしま

す。事業コード５安全で安心なまちづくり推進事業、11節需用費、細節５修繕料100万円の減

は、本年度防犯灯などの修繕箇所が少なかったため減額するものであります。 

  30ページ、31ページをお開きください。 

  ２項徴税費、２目賦課徴収費、補正前の金額から310万6,000円を減額し、2,740万8,000

円といたします。事業コード１賦課事業、19節負担金、補助及び交付金、細節５賀茂地区航

空写真共同撮影事業負担金252万2,000円の減は、市町村振興協会の市町フレンドシップ推進

事業補助金の対象となったことにより、財源を得られたため減額するものでございます。 

  36ページ、37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1,179万8,000円を追

加し、２億8,493万3,000円といたします。事業コード１障害者（児）自立支援給付事業、20

節扶助費、細節２自立支援給付費194万5,000円の増は、生活介護や就労移行支援のサービス

利用者、利用日数の増により増額する内容であります。23節償還金、利子及び割引料、細節

１身体障害者福祉事業過年度返還金108万5,000円の増は、平成24年度分の自立支援給付費精

算に伴う返還金でございます。事業コード４自立支援医療事業、23節償還金、利子及び割引

料、細節１身体障害者福祉事業過年度返還金363万7,000円の増につきましても、平成24年度

分の自立支援医療費精算に伴う返還金でございます。事業コード５重度障害者（児）医療費等

助成事業、20節扶助費、細節１重度心身障害者医療費給付金272万円の増は、利用者の増など

これまでの実績から不足が見込まれるため増額するものであります。 

  38ページ、39ページをお開き願います。 

  ３目老人福祉費、補正前の金額から363万5,000円を減額し、２億3,301万5,000円といた

します。事業コード２養護老人ホーム施設入所事業、20節扶助費、細節１老人保護措置費180

万7,000円の減は、施設入所者２名減に伴う減額措置であります。事業コード３敬老会実施事

業、８節報償費、細節２長寿者敬老祝金131万7,000円の減は、敬老祝金の不用額精算であり



ます。 

  ７目国民健康保険費、補正前の金額から1,014万6,000円を減額し、１億1,060万2,000円

といたします。事業コード１国民健康保険特別会計支援事業、28節繰出金、細節１国民健康

保険特別会計繰出金1,014万6,000円の減は、国保基盤安定負担金確定に基づく減額措置であ

ります。 

  40ページ、41ページをお開き願います。 

  ８目介護保険費、補正前の金額から633万5,000円を減額し、１億6,159万5,000円といた

します。事業コード１介護保険特別会計支援事業、28節繰出金、細節１介護保険特別会計繰

出金633万5,000円の減は、介護給付費の減に伴う減額措置であります。 

  42ページ、43ページをお開き願います。 

  ２項児童福祉費、２目児童措置費、補正前の金額から448万9,000円を減額し、１億5,490

万3,000円といたします。事業コード１児童手当給付事務事業、20節扶助費、細節１児童手当

448万9,000円の減は、給付対象者の減に伴う減額措置であります。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、補正前の金額に1,875万4,000円を

追加し、8,913万円といたします。事業コード１保健衛生総務管理事業、44ページ、45ページ

をお開き願います。19節負担金、補助及び交付金、細節６災害医療推進事業費補助金1,908万

5,000円の増は、歳入で御説明いたしました県の補助金により、町内救護病院の災害医療体制

の充実強化のための設備整備に対する補助金であります。 

  50ページ、51ページをお開きください。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、補正前の金額に716万8,000円を追加し、

4,281万2,000円といたします。事業コード１中山間地域総合整備事業、19節負担金、補助及

び交付金、細節５中山間地域総合整備事業負担金750万円の増は、奈良本地区の農道整備に係

る県の事業費追加に伴う増額措置でございます。 

  52ページ、53ページをお開き願います。 

  ２項林業費、１目林業振興費、補正前の金額から253万2,000円減額し、1,057万9,000円

といたします。事業コード３町有林調査事業（雇用創出）、７節賃金、細節１雇人料113万

8,000円の減につきましては、事業実績に基づく減額でございます。 

  ３目造林事業費、補正前の金額から625万円を減額し4,554万6,000円といたします。事業

コード１森林整備加速化・林業再生事業、13節委託料、細節１森林整備加速化・林業再生事

業委託料365万円の減並びに事業コード３森林環境保全整備事業、13節委託料、細節１片瀬地



区森林環境保全整備業務委託料260万円の減につきましては、いずれも契約差金の減額措置で

あります。 

  54ページ、55ページをお開き願います。 

  ３項水産業費、４目漁港建設費、補正前の金額に200万円を追加し、564万6,000円といた

します。事業コード１漁港整備事業、19節負担金、補助及び交付金、細節１稲取漁港整備事

業地元負担金200万円の増につきましては、国の補正予算の事業採択により増額するものでご

ざいます。 

  56ページ、57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、補正前の金額から663万1,000

円を減額し、8,849万2,000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、

細節１道路整備等調査委託料120万1,000円の減は、契約差金の減額措置であります。15節工

事請負費、細節７セイリ中ノ平線改良工事445万円の減は、未施工による減額であります。 

  60ページ、61ページをお開き願います。 

  ８款消防費、１項消防費、３目消防施設費、補正前の金額から105万円を減額し、2,379

万2,000円といたします。事業コード１消防施設・設備整備事業、18節備品購入費、細節１第

６分団消防ポンプ自動車105万円の減は、消防ポンプ車購入差金による減額であります。 

  ４目防災対策費、補正前の金額から1,023万7,000円を減額し、１億7,465万5,000円とい

たします。事業コード１住宅耐震化事業、19節負担金、補助及び交付金、細節１木造住宅耐

震補強助成事業費補助金160万円の減は、住宅耐震補強の実績に基づく減でございます。 

  62ページ、63ページをお開きください。 

  事業コード３地域防災計画等策定事業、13節委託料、細節１地域防災計画策定業務委託

料600万円の減は、12月に相模トラフ被害想定が示されたことにより、県の第４次被害想定の

見直しがされることから、これらをもとに計画を策定する必要があるため本年度は減額し、新

年度に予算計上をすることといたします。事業コード７防災施設等整備事業、18節備品購入

費、細節１防災用器具備品176万円の減は、購入差金の減額措置でございます。 

  64ページ、65ページをお開きください。 

  ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、補正前の金額から173万8,000円減額し、

4,471万2,000円といたします。事業コード９大川小学校運営事業、７節賃金、細節１雇人料

182万9,000円の減は、県費職員が配置されたため減額するものであります。 

  72ページ、73ページをお開きください。 



  ６項保健体育費、２目学校給食費、補正前の金額から190万5,000円を減額し、5,776万

1,000円といたします。事業コード１学校給食センター事業、７節賃金、細節１雇人料181万

6,000円の減は、事業実績に基づく減額でございます。 

  74ページ、75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

の金額から212万3,000円を減額し、1,581万7,000円といたします。事業コード１林業用施設

災害復旧事業、15節工事請負費、細節２林道片瀬大付線災害復旧工事191万8,000円の減は、

契約差金の減額措置であります。 

  11款公債費、１項公債費、２目利子、補正前の金額から158万9,000円を減額し、6,744万

5,000円といたします。事業コード１起債利子償還事業、23節償還金、利子及び割引料、細節

１公債利子158万9,000円の減は、新規借入分の借入金額の減と利率が低利となったことによ

り減額するものであります。 

  恐れ入りますが、５ページへお戻りください。 

  第２表繰越明許費の設定につきましては、３款民生費の児童環境づくり事業における子ど

も・子育て支援、電算システム構築業務について、国・県の予算繰り越しにあわせて町の予算

も繰り越しするものであります。 

  ５款農林水産業費の森林環境保全整備事業につきましては、片瀬地区の環境林整備事業に

おいて降雪などの悪天候の影響により年度内の事業完了が困難となったため、事業を繰り越す

ものであります。 

  ８款消防費の行政無線等非常通信設備維持管理事業につきましては、県との共同で実施い

たしますデジタル行政無線の大島中継局整備において、昨年の大雨による災害の影響により年

度内完了が見込めないことから事業を繰り越しいたします。 

  ６ページをごらん願います。 

  第３表債務負担行為補正でありますが、今回の補正予算（第12号）においては、資源ご

み・可燃ごみ等収集業務委託及び過去に設定した債務負担のうち消費税増税によって新たな債

務負担を要するものを追加し、また事務機器等リース料の契約締結に伴う金額確定により債務

負担行為を変更するものであります。 

  ７ページをごらん願います。 

  第４表地方債の補正でありますが、今回の補正予算（第12号）においては、国の補正予

算採択事業として、新年度から前倒しいたします稲取漁港整備事業で200万円の増、また県の



事業費追加に伴う中山間地域総合整備事業で670万円の増、さらに農林水産業施設現年発生補

助災害復旧事業では契約額に基づき90万円の減と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。 

  ８ページ、９ページをごらんください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま御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52億9,614万2,000円から3,351万3,000円を減額いたしま

して、52億6,262万9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額52億9,614万2,000円から3,351万3,000円を減額いたしま

して、52億6,262万9,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源の国・県支出金を2,709万8,000円の減、地方

債を780万円の増、その他財源を171万円の減、一般財源を1,250万5,000円の減といたす内容

であります。 

  以上、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。 

  ３番、飯田さん。 

○３番（飯田桂司君） 私、民生費の関係でちょっとお伺いをしたいですけれども、ページ数

は39ページです。 

  ３節の敬老会実施事業ということで、131万7,000円の不用額ということで、ここに書い

てあるわけですけれども、毎年敬老会参加をする中で減っているのかな、増えているのかなと

いうことで、私感じるわけですけれども、この額は来ない方等に商品券等が配られておると思

うんですよ。これだけの100万円のお金が残っておるということは、やはり取りに来られない

のか、来ないのかわかりませんけれども、今後の対応として町長として、どういう措置をとっ

ていくのかなということと、もう１点は、商品券等は各町内の商店等で使われていると思いま

すよ。そして、その使われている状況を、どのぐらいの方がこの商品券を使ってきておるのか。

中には年寄りが行けなくてそのまま家にあるのか、嫁さんがもらってそのまま持っておるのか、

その状況を、配った分が全て来ておるのか、それは確認できておるのか。その点をちょっとお

聞きします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ２点の質問の中で、まず１点のこの131万円の減、これ本当は当時来

なかった人のほとんどが減額です。そういう中で、町といたしましては、当然来なかった人た



ちに対して公民館に来ることとか、一応広報をしている中で来られないという現状ではござい

ますけれども、一応町としては一生懸命広報している中でその人たちが取りに来なかったとい

う認識でございますもので、今後この人たちをどういうふうにするかということを検討してい

きたいと思います。一応広報した中で来なかったということを御理解願いたいと思います。 

  それから、商品券の、このもらった人たちの商品券がどのように使われているかというこ

とは、これはちょっとなかなか把握は難しいと思います。飯田さんが言われているこの辺は追

求できるのかどうか、その辺、商品券に名前が書いてあればいいんですけれども、商品券に名

前が書いていないもので、この商品券は老人会から配布しましたよという、そういうことがあ

れば追跡はできますけれども、全然名前が書いていない商品券なもので、それがどれだけこの

町に還元しているのか、ちょっと把握できないのが現状ではないかと考えております。今後は、

そのような飯田議員も言ったとおり、この商品券がどれだけ町で使われているかということは、

今後検討する必要があると思う。現状では、そういう意味で、商品券には名前が書いていない

もので、追跡調査はできないと認識しておりますけれども、飯田議員が言ったように、その商

品券がどれだけこの町に流出しているかということは、今後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） ３番、飯田さん。 

○３番（飯田桂司君） 今、町長のほうから話があったんですけれども、これ商工会等で確認

する必要があると思いますよ。商店も含めて、そこで使われておる、そのまま家に放置してそ

のままある状況もあると思うんです。果たしてこの商品券が妥当かなと、私はちょっと考える

ところがあるんですよ。やはり年寄りだからなかなか持ちに行けない、買い物にも行けない、

それこそ、家にいてそのまま置いてあるところがあろうかと思いますけれどもね。 

  そして、この件数、人数はどのぐらいあるのか、確認ができていると思いますけれども、

その数の報告をお願いします。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） それでは、商品券がどのくらい使われているか調べますけれども、敬

老会からどれだけいったということは、それは多分、判こを押してないから把握できないと考

えております。そういう中では、この町にその商品券がどれだけ使われているかということは

調査いたします。 



  あとの件数に関しましては、事務局のほうから調べさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（遠藤一司君） 人数の関係ですけれども、まず最初に、減った要因といた

しましては、当初の予算を立てたときよりも、やはり１年たっておりますので、いなくなった

方がいらっしゃいます。その中で、最初が2,577名で予算を計上いたしました。去年の敬老会

の時点で2,430名になりましたので、その時点で147名減っております。275人の方が受け取り

においでにならなかったので、その分が減額ということになります。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑はありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 45ページの災害医療推進事業費補助金のことについて、これは県

のほうから10分の10補助ということでありますが、名目として災害医療推進ということがご

ざいます。たしか東部総合病院というふうな話を聞いたんですけれども、実際的にどういう、

その町にとっての災害時等に対して、どういうメリットがあるというふうなことで、こういう

補助金事業がついたのかということ、着工等もまだしていないという状況の中で、これだけの

ものを県がつけるということは、県のほうは既に施設の設計等々を含めまして、今後の医療内

容の状況を把握していて、こういうお金もつけているんだと思うんですけれども、その辺につ

いて、わかる範囲で教えていただきたいと思います。 

○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） ただいまの御質問の災害医療推進事業費補助金の関係でご

ざいますが、10分の10ではなくて、県から補助基準額の２分の１ということで、メニューと

いたしましては衛星電話の整備、それから自家用発電機の整備、それから応急用資機材という

ことで救護病院を持っている町にということですが、県方式でうちの町の場合は東部総合病院

が一応これを実施する形になってございます。内容といたしましては、先ほど言いましたよう

な、衛星電話と自家用発電機、応急用資機材といたしましてはＡＥＤ、携帯型の超音波診断器、

これエコーですね。ポータブル吸引器等、災害時に電池等で使えるもの、あるいは今現在自家

発電装置が85キロボルトアンペアの容量しかなく、停電時の電灯とか非常用コンセント、消

火栓のみしか賄えないことになっておりますが、自家用発電機をやることによりまして、350

キロボルトアンペアの装置を整備することになりまして、一応施設の80％の電力をカバーで

きるということで、エックス線装置とか救急診察室等の検査機等が使用可能になるとのことで



ございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時０５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開します。 

  健康づくり課長より、答弁を求めます。 

  健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 申しわけございません。 

  ２分の１と言いましたのは、違う意味で２分の１で、歳入歳出については10分の10とい

うことで、その辺は訂正いただきたいと思います。 

  それから、非常用発電につきましては、現状の施設の中で建設しますが、新しい病院にな

っても使えるような位置に建設するということを伺ってございます。 

  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） 大枠は２分の１で、今回は町を通っていくのは県からそのままとい

う考え方はそういうことだと思うんですけれども。 

  そうしますと、着工しなくても現状のところでも使えるような形のものであるということ

ですから、今回の補正でもいいのかなとふうに思いますけれども、ただ非常用発電の問題で言

いますと、発電のパワーの問題もあるんですけれども、何日間ぐらいの、いわゆるタンクの容

量がないと、要は発電能力があっても、通常非常用発電機が３日間しかもたないのか、１週間

使えるのか、10日間もつのか、その辺が大きい問題になると思うんですけれども、今の問題

で言うと、やっぱり一般の方々に１週間ということを言っている以上、食事なんかの問題も含

めてあるわけですから、そうするとこういう病院の非常用発電というのは、10日間とか、あ

る程度の期間の医療の継続に資するという状況が必要なんだと思うんですけれども、この辺の

問題はどういうふうになっているんですか。 

○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） 発電機の容量は、今日、資料として手元にございませんの

で、また後ほど調べて御回答したいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 他に質疑ありませんか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 私も今お二人の着眼したところと全く同じ点を伺いたかったもので

すから、ただいまのやりとりの中で了といたします。 

  伺いたいのは、74、75ページの公債費の関係でございます。今回償還金利子及び割引料

というふうなことでの減額ということでございますけれども、これは御説明にありましたよう

に、借り入れの減とさらに利率が下がったというふうなことでの御説明で158万9,000円の減

になっているというところでございますが、そうしますと現在我が町の公債残高というものが

どれくらいになるのかということを伺いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木弥一君） ただいま、居山議員の御質問でございますけれども、町

の現在高がどのくらいあるかといった形でございますけれども、約53億1,600万円といった数

字になっております。 

  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） これから、私どもは26年度の予算を見ていくわけですけれども、

予算の組み立て等につきまして、今後やはりさまざまな事業を根底から私たちも見直さなけれ

ばならないと同時に、一つ一つの事業を費用対効果を踏まえて今後予算計上に当たりましても

当然のことながら、予算だからどうとか、決算だからどうとかとお互いに仲間内でいつもささ

やくんですけれども、非常に厳しいこの現状の中で１円たりとも町民の血税を無駄にしないた

めのその対応として、非常に大事なことかというふうに思いますので心してまいりたいと思い

ます。 

  御答弁いただきました現在高53億1,600万という我が町の公債費の残高、承知いたしまし

た。ありがとうございます。 

○議長（鈴木 勉君） 他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。 

  これより議案第８号 平成25年度東伊豆町一般会計補正予算（第12号）を採決いたしま

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２ 議案第９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２号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 議案第９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２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第９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２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ110万4,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ22億9,613万5,000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、一般被保険者の療養給付費等負担金の減額、退職

被保険者の療養給付費交付金の増額等が主な内容であります。 

  歳出では、高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業拠出金の減額、退職被保険者の

療養給付費、高額療養費の増額等が主な内容であります。 

  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９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２号）について概要を説明申し上げます。 

  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２号）は、次に定めるところ

によります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ110万4,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億9,613万5,000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御説明をいたします。 

  １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、補正前の金額から483万

9,000円を減額し、４億7,041万4,000円といたします。１節現年課税分、細節１から細節５ま

での増減額は、被保険者数の減少や資格の異動等により変更となったものです。 

  ２目退職被保険者等国民健康保険税、補正前の金額に111万円を増額し、3,165万円とい

たします。２節滞納繰越分、細節１から細節３までの増額は、実績や見込みによるものです。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、補正前の金額から3,123万

6,000円を減額し、３億3,525万5,000円といたします。１節現年度分、細節１療養給付費負担

金2,993万9,000円の減と、細節３後期高齢者医療支援金負担金92万6,000円の減は、療養給付

費等の減少が見込まれ、負担金の変更決定による減額です。 

  ２目高額医療費共同事業負担金、補正前の金額から101万5,000円を減額し、1,119万

2,000円といたします。１節高額医療費共同事業負担金、細節１高額医療費共同事業負担金

101万5,000円の減は、負担金の決定による減額です。 

  ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、補正前の金額に205万3,000円を追加し、１億

1,070万6,000円といたします。２節特別調整交付金、細節１特別調整交付金205万3,000円の

増は、事業実績によるものです。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  ４款１項１目療養給付費交付金、補正前の金額に2,319万7,000円を増額し、9,845万

9,000円といたします。１節現年度分、細節１退職被保険者等療養給付費交付金2,319万7,000

円の増は、交付金の変更決定による増額です。 



  ６款県支出金、１項県補助金、２目財政調整交付金、補正前の金額に516万円を増額し、

１億1,788万9,000円といたします。２節特別調整交付金、細節１特別調整交付金516万円の増

は、交付金の申請額による増額です。 

  ６款県支出金、２項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金、補正前の金額から101万

5,000円を減額し、1,119万2,000円といたします。１節高額医療費共同事業負担金、細節１高

額医療費共同事業負担金101万5,000円の減は、負担金の決定による減額です。 

  ７款１項１目共同事業交付金、補正前の金額に1,723万2,000円を追加し、4,164万7,000

円といたします。１節共同事業交付金、細節１高額医療費共同事業交付金1,723万2,000円の

増は、交付金の確定による増額です。 

  ２目保険財政共同安定化事業交付金、補正前の金額から2,721万3,000円を減額し、２億

1,823万8,000円といたします。１節保険財政共同安定化事業交付金、細節１保険財政共同安

定化事業交付金2,721万3,000円の減も、交付金の確定による減額です。 

  ９款繰入金、１項１目一般会計繰入金、補正前の金額から1,014万6,000円を減額し、１

億1,060万2,000円といたします。１節保険基盤安定繰入金、細節１保険基盤安定繰入金602万

8,000円の減は、保険税軽減対象者が少なくなったことによる負担金の確定による減額です。

５節財政安定化支援事業繰入金、細節１財政安定化支援事業繰入金411万8,000円の減は、繰

り入れ金額の決定による減額です。 

  11款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、補正前の金額に

122万3,000円を追加し、272万3,000円といたします。１節一般被保険者延滞金、細節１一般

被保険者延滞金122万3,000円の増は、実績と見込みによる増額です。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  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149万2,000円

を追加し、366万9,000円といたします。１節一般被保険者第三者納付金、細節１一般被保険

者第三者納付金149万2,000円の増は、交通事故により国民健康保険を使用したことによる損

害賠償金です。 

  ３目一般被保険者返納金、補正前の金額に2,180万円を追加し、2,205万円といたします。

１節一般被保険者返納金、細節１一般被保険者返納金2,180万円の増は、主に一病院の入院基

本料の算定の誤りによる返納金です。 

  ４目退職被保険者等返納金、補正前の金額に58万8,000円を追加し、58万9,000円といた

します。１節退職被保険者等返納金、細節１退職被保険者等返納金58万8,000円の増も、主に



一病院の入院基本料の算定の誤りによる返納金です。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  次に、歳出の内容について御説明いたします。 

  ２款保険給付費、１項療養諸費、２目退職被保険者等療養給付費、補正前の金額に1,683

万7,000円を増額し、7,346万5,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１退

職被保険者等療養給付費保険者負担金1,683万7,000円の増は、退職被保険者の療養給付費の

見込み額が予想より増加したことによるものです。 

  ３目一般被保険者療養費、補正前の金額に187万円を増額し、873万3,000円といたします。

19節負担金、補助及び交付金、細節１一般被保険者療養費保険者負担金187万円の増は、一般

被保険者の療養費が見込みより増加したことによるものです。 

  ２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、補正前の金額から419

万1,000円を減額し、１億5,211万9,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節

１一般被保険者高額療養費保険者負担金419万1,000円の減は、高額療養費が予想より伸びな

かったことによるものです。 

  ２目退職被保険者等高額療養費、補正前の金額に400万円を増額し、1,105万2,000円とい

たします。19節負担金、補助及び交付金、細節１退職被保険者等高額療養費保険者負担金400

万円の増は、高額療養費が予想より増加したことによるものです。 

  11ページ、12ページをお開きください。 

  ７款、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金、補正前の金額から

405万9,000円を減額し、4,477万1,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節

１高額医療費共同事業医療費拠出金405万9,000円の減は、拠出金確定による減額です。 

  ３目保険財政共同安定化事業拠出金、補正前の金額から1,277万4,000円を減額し、２億

3,267万7,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１保険財政共同安定化事

業拠出金1,277万4,000円の減は、拠出金確定による減額です。 

  13ページ、14ページをお開きください。 

  ８款保健事業費、２項、１目特定健康診査等事業費、補正前の金額から277万円を減額し、

1,184万円といたします。13節委託料、細節１特定健診委託料277万円の減は、特定健診が終

了し不用額を減額するものです。 

  ２ページのほうへお戻りください。 

  ただいま御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22億9,723万9,000円から110万

4,000円を減額いたしまして、22億9,613万5,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の金額22億9,723万9,000円から110万4,000円を減額いたしま

して、22億9,613万5,000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・県支出金で2,589万4,000円の減、そ

の他財源で307万円の増、一般財源で2,172万円の増といたします。 

  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、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） ８ページの一般被保険者の返納金が2,180万、これは１件の病院

というような形で御報告されていますけれども、ちょっと金額が大きいので、この返納金の、

要するにわかった時点、役場職員がわかったのか、レセプト点検でわかったのか、連合会でわ

かったのか、もしくは病院側で要するに計算違いをしたのか。どういうような内容でしょうか

ね。 

○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） 昨年の３月29日付で一つの病院から、静岡県知事に対

しまして、診療報酬の請求について自主的に点検をした結果、診療報酬の請求に間違いがあり

ましたと。そのことに対して診療報酬を返還をしたいという返還同意書が提出されました。そ

の後、静岡県等が調査をしまして、平成25年、昨年の11月20日付で、静岡県の国民健康保険

課長から東伊豆町の国民健康保険課長に対しまして、病院に対して診療報酬の返還請求を直接

するようにという通知が来ました。それにのっとりまして請求書を発送した結果、平成26年

１月７日付で全額が納付をされたということです。 

  それで、その対象となった方の患者さんが全部で11名です。返還額は合計で2,253万134

円です。それと、診療月につきましては、平成21年５月診療分から平成23年１月診療分です。 

  それと、間違った診療報酬の請求の内容というものは、特殊な病気の方が入院されていま

して、入院基本料を本来は患者さんと看護師の配置状況等によりまして、入院の基本料という

ものが変わってくるんですけれども、その部分を間違えて請求をしたということです。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 11番、山本さん。 



○１１番（山本鉄太郎君） それでは、病院のほうで修正報告をしないと、こちらではわから

なかったということですかね。そうすると、要するに診療報酬の支払い方法というのは、ちょ

っともう一回見直さなきゃならないんじゃないかなと私は思うんですけれども。病院側から自

主申告で、これは返還命令が出たわけですか。 

○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） 昨年の３月に同一系列の病院でも、こういった内容がご

ざいました。３月27日付で、実際に東伊豆町に通知が来たのは４月７日でした。そういった

同一系列だったものですから、多分プログラムの入力間違いかどうか、わからないんですけれ

ども、同一系列内で点検をした結果、もう一つの病院でも間違いがわかったというか、発生し

たという格好になりますけれども。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） ただいまの関連でお尋ねをしたいと思います。 

  私も国保の委員でございますもので、その経緯につきましては、あらあら承知をしており

ますけれども、やはり問題となりますのは間違った請求をされて、一番影響を受けるのは患者

でございます。そしてまた、もちろん保険者もそうなんですけれども、その患者に対する返還

というものが、今までいろいろな経緯を見る中で、１万円以内の返還はしなくてもいいよとい

うようなこととか、１万円以上は必ず返還をしなくちゃいけないみたいな、そういうものがま

ずきちんとなされているかどうかの確認を保険者としてやれているかどうか。今回もこれにつ

きまして、きちんと患者に対するそういうものが、フォローがなされたのかということを確認

させていただきたいというふうに思います。 

  患者は言われるままに、費用をお支払いはするけれども、その経緯は全くわからない。そ

ういう意味でその町のほうが、今後もしっかりとその辺の取り組みをしていかなきゃならない

のと、確認の意味でレセプト点検はどこでやっているのかということを伺いたいと思います。 

○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） レセプト点検につきましては、静岡県の国民健康保険団

体連合会というところに委託をしております。それで毎月のレセプトの枚数が5,600枚程度に

なりまして、その内容につきまして、例えば、資格をちゃんと持っているのとかの資格点検と

か、縦覧点検とか、あと毎月横の点検というか、そういったものをやってもらっております。 

  それと、１万円を超えるその患者さんが出した金額が変わった場合については、国保団体



連合会のほうから通知が来ます。それで、私６年間ぐらいの記憶なんですけれども、対象にな

った方につきましては３名程度でした。その方に対しては全員に通知を差し上げています。 

  あと、たまたま今回の返納金の入院されていた方につきましては、高額療養費等が発生し

ているんですけれども、その方たちにつきましては、従前は、高額療養費は一回全額払って、

後ほど町から還付という格好だったんですけれども、最近は限度額適用証というものを発行し

ていまして、高額部分につきましては町のほうへ請求が来る格好になっていますから、患者さ

んには問題はなかろうかと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 私、この点がとても大事な点だというふうに思いますので、承知し

ている点もございましたけれども、あえて伺わせていただいたこともございます。 

  ただ、担当６年間長きにわたってやってくださっている中で、そういう返還をしなきゃな

らなかった方が３名だったということで、保険者である町から全員にその通知を出したという

ことでございます。この３名の方がきちんと自分でまた医療機関に、これは請求をするという

ふうなことになるのかどうなのかを教えていただきたいことが１点、そしてまたレセプト点検

が月に5,600枚、従来は町のほうでバイトを雇って専門にレセプトの点検というのをやってい

ただいていたわけですけれども、その後いろいろな状況が変わって、今連合会に委託をしてい

るというふうなことでございます。この点、今御説明がありました資格点検、縦覧点検等々、

横の連携もとったものをやってもらっているということでございますので、しっかり漏れなく

このレセプトの点検をしていただいて、今国保に対する非常に重税感がそれぞれのお立場でご

ざいますので、不必要な費用が支払われることのないように、また患者にも多大な被害が及ぶ

ことのないように、保険者としてきちんとした運営をしていく必要があるのではなかろうかと

考えますが、町長いかがでございましょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今回の問題ですね。町はレセプト点検なんかを県のほうに委託したと

言いました。その中で、連合会のほうがこの事件をちょっと察知した、病院のほうから自主的

にやったという中で、基本的には今は以前に指摘されたために、県のほうに委託してレセプト

点検をやっているような状況でございますもので、そんな中で居山議員が言った国保の重たさ、

負担があると伺いました。これは、先般の国保運営協議会の中でもそういう質疑があった中で、

町といたしましてはできるだけ国保にかからないような事業とかいろんな啓蒙活動とかやると

いうことはお答えいたしておりますので、国保運営協議会の中でやったことを実践していきた



いと、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） 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いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第９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２号）を

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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、10時55分まで休憩をいたしたいと思います。 

 

休憩 午前１０時４３分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

─── 

 

◎日程第３ 議案第１０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２

号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 議案第10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２号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 



（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第10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２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ34万2,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ１億4,226万9,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、保険基盤安定繰入金の交付決定により減額させていただきま

した。 

  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10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２号）について、概要を説明申し上げます。 

  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２号）は、次に定めるところ

によります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ34万2,000円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億4,226万9,000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。 

  歳入の内容について御説明をいたします。 

  ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金、補正前の金額から34万2,000円を減額し、3,148

万7,000円といたします。１節保険基盤安定繰入金、細節１保険基盤安定繰入金34万2,000円

の減は、交付決定による減額です。 

  次に、歳出の内容について御説明いたします。 

  １款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、補正前の金額から34万2,000円を減額し、

１億4,181万8,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１後期高齢者医療広

域連合納付金34万2,000円の減は、歳入の減額分を後期高齢者医療広域連合納付金で減額する

ものです。 

  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１億4,261万1,000円から34万2,000

円を減額いたしまして、１億4,226万9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の金額１億4,261万1,000円から34万2,000円を減額いたしまし

て１億4,226万9,000円といたします。 

  次に、補正額の財源の内訳ですが、一般財源で34万2,000円の減といたします。 

  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。 

（「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10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２号）

を採決いたします。 

  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１１号 平成２５年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 議案第11号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま提案されました議案第11号 平成25年度東伊豆町介護保険



特別会計補正予算（第３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から6,026万4,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ12億337万4,000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、介護保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県の

支出金等を実績及び変更交付決定に基づき減額するものでございます。 

  歳出につきましては、保険給付費と地域支援事業を実績により減額するものでございます。 

  なお、今回の補正予算の財源調整のため、基金の繰り入れ及び基金積立金の減額措置をさ

せていただき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、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11号 平成25年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第３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３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から歳入歳出それぞれ6,026万4,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億337万4,000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、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について御説明いたします。 

  １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正前の金額から119万

2,000円を減額し、２億4,616万2,000円といたします。１節現年度分保険料、細節１特別徴収

保険料389万8,000円の増は、特別徴収対象被保険者の増によるものでございます。同じく、

細節２普通徴収保険料486万円の減は、被保険者の特別徴収への移行、死亡、転出等実績によ

るものでございます。 

  ２款分担金及び負担金、１項負担金、１目介護認定審査会負担金、補正前の金額から90

万9,000円を減額し、496万8,000円といたします。１節賀茂郡介護認定審査会負担金、細節１

賀茂郡介護認定審査会負担金90万9,000円の減は、実績による委員報酬等の減額により補正す



るものでございます。 

  ４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正前の金額から1,355万

5,000円を減額し、２億304万3,000円といたします。１節現年度分負担金、細節１現年度分介

護給付費負担金1,355万5,000円の減は、給付費の減に伴う国の変更交付決定を受け減額補正

するものでございます。 

  ２項国庫補助金、１目調整交付金、補正前の金額から412万5,000円を減額し、5,141万

8,000円といたします。１節現年度分調整交付金、細節１普通調整交付金412万5,000円の減は、

給付費の減に伴う国の交付決定を受け減額補正するものでございます。 

  ５款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の金額から2,887万9,000円を

減額し、３億1,825万9,000円といたします。１節現年度分交付金、細節１第２号被保険者介

護給付費交付金2,887万9,000円の減は、給付費の減に伴う支払基金の変更交付決定を受け減

額補正するものでございます。 

  ６款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、補正前の金額から1,288万5,000

円を減額し、１億5,954万8,000円といたします。１節現年度分負担金、細節１介護給付費県

負担金1,288万5,000円の減は、同じく給付費の減に伴う県の変更交付決定を受け減額するも

のでございます。 

  ７ページ、８ページをごらんください。 

  ８款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、補正前の金額から642万円を

減額し、１億4,320万8,000円といたします。１節現年度分繰入金、細節１介護給付費繰入金

642万円の減は、同じく給付費の減に伴う町からの繰入金の減額補正をするものでございます。 

  同じく８款２項の基金繰入金、１目介護保険給付費準備基金繰入金、補正前の金額に786

万9,000円を増額いたします。１節介護保険給付費準備基金繰入金、細節１介護保険給付費準

備基金繰入金786万9,000円の増は、歳入が歳出に対し不足する財源を調整するためでござい

ます。 

  ９ページ、10ページをごらんください。 

  次に、歳出の主な内容について御説明いたします。 

  歳出の保険給付費につきましては、要介護３から要介護５の重度認定者の方が多くお亡く

なりになり、新規認定者は要支援１から要介護２の軽度者の方が多いため、介護予防サービス

費を除いて減額となってございます。 

  １款総務費、３項１目介護認定審査会費、補正前の金額から93万4,000円を減額し、660



万円といたします。１節報酬、細節１賀茂郡介護認定審査会委員報酬93万4,000円の減は、介

護認定審査会研修会等の委員の出欠の実績により減額するものでございます。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、補正前の金額

から1,874万円を減額し、５億9,706万2,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、

細節１居宅介護サービス給付費保険者負担金1,874万円の減は、通所介護、訪問介護、短期入

所等のサービス利用の減によるものでございます。 

  11ページ、12ページをごらんください。 

  ３目地域密着型介護サービス給付費、補正前の金額から248万円を減額し、6,590万9,000

円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１地域密着型介護サービス給付費保険

者負担金248万円の減は、グループホーム等のサービス利用の減が見込まれることによるもの

でございます。 

  ５目施設介護サービス給付費、補正前の金額から2,100万円を減額し、３億2,700万1,000

円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１施設介護サービス給付費保険者負担

金2,100万円の減は、介護老人福祉施設、介護老人保険施設の給付費の減によるものでござい

ます。 

  ９目居宅介護サービス計画給付費、補正前の金額から450万円を減額し、5,470万8,000円

といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１居宅介護サービス計画給付費保険者負

担金450万円の減は、当初見込みより利用者が減少したことによるものでございます。 

  13ページ、14ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、補正前の

金額に133万円を追加し、2,899万2,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節

１介護予防サービス給付費保険者負担金133万円の増は、要支援認定者利用者の増によるもの

でございます。 

  15ページ、16ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、４項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費、補正前の金額か

ら170万円を減額し、1,927万7,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、細節１高

額介護サービス費保険者負担金170万円の減は、該当者の死亡等により減額するものでござい

ます。 

  ２款保険給付費、６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費、補

正前の金額から440万円を減額し3,940万2,000円といたします。19節負担金、補助及び交付金、



細節１特定入所者介護サービス費保険者負担金440万円の減は、食費、居住費の減免利用者の

減によるものでございます。 

  17ページ、18ページをごらんください。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の金額から710万

6,000円を減額し、1,000円といたします。25節積立金、細節１介護保険給付費準備基金積立

金710万6,000円の減は、国・県支払基金の交付金等が変更交付決定により減額となったため

財源調整のため積立金を減額補正するものでございます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４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12億6,363万8,000円から6,026万

4,000円を減額いたしまして、12億337万4,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額12億6,363万8,000円から6,026万4,000円を減額いたしま

して、12億337万4,000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・県支出金が3,093万7,000円の減、その

他が2,996万7,000円の減、一般財源は64万円の増といたします。 

  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。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 全体的には、亡くなられた方が出たということの説明で、そういう

ことで見ると、居宅介護だとかいろんなところが落ちているということについては、そういう

ことだなというふうに思うんですが、ただ１点、12ページの施設サービス給付のところは、

通常どう考えても亡くなった方が出た場合でも、やっぱり待機者がいるので、施設というとこ

ろで考えると、ここはある程度は補充されるんじゃないかなと。デイサービスだとか、ホーム

ヘルパー派遣という部分では当然亡くなる方が出たことによって減額というのはあるんだけど、

現状待機があれば、施設というのはある程度埋まってくるんじゃないかなというふうに思うん

で、ここでの減額が発生した要因というのは、どういう内容でしょうか。 

○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） ただいまの施設の減の要因でございますが、これは町外の

特養入所者の方、この方が今年度７名お亡くなりになってございます。町外ですと、静岡県の



優先入所指針がございまして、お亡くなりになった後に町内の方が入れるという保障がござい

ませんので、その関係で７名の方がお亡くなりになり、そこで約1,200万円からの減額になっ

てございます。 

  あと、老健なんかも、河津とかよその老健に入っておりますと、その辺は流動的になりま

すので、その辺で減額が発生していると、そういうようなことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に質疑ありませんか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） ９ページのところで伺うところですけれども、介護認定審査会の報

酬の減につきまして今御説明を伺ったわけですけれども、研修会の欠があったということです。

今、この辺のちょっと状況がもしわかりましたら伺いたい。年に何回で、何名ぐらいでと、ま

た欠員が何名というふうなことで伺えればというふうに思います。 

○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） ただいまの御質問ですが、これ研修会だけではなくて、認

定審査会も当然出席するたびに報酬を払うんですが、各賀茂郡介護認定審査会、うちと河津町

が第一合議体、南伊豆町が第二合議体、松崎町、西伊豆町が第三合議体という形になってござ

います。 

（「うちは」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 第一合議体でございます。 

  各合議体、年間30回から33回の認定審査会を開催してございます。この中で、西のほう

の合議体で１名、南伊豆でしたか、先生が長期休暇をしておりまして、その関係で減になって

いると。それから、静岡県の県のほうで行います現任研修につきましても、時間的な都合で参

加できない委員さんがいらっしゃったものですから、その辺で減になっていると、そういうよ

うな内容になってございます。 

（「審査会は何名か」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 審査会は、各合議体８名という形になってございます。 

  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） 介護保険、非常に制度的には複雑でして、委員会等でも今までずっ

と伺ってはおりますけれども、改めて８名の認定審査会のメンバーの中で欠員が出た場合のそ



ういう処置と、またさらに研修会の欠員というようなことでの今御説明でございました。 

  今、ドクターが欠席だったというふうなときに、ドクター１名だったのか、あるいは２名

とか何名かで、１名欠席でもそのまま審査会が開催されるのかどうかということ、さらに、今

説明してくださったのかもしれませんけれども、ちょっとお声も遠くて私耳が遠くなりました

ものでこのごろ、耳を澄まさないと雑談などあるとよくわからないものですから。その辺、年

何回とか、合議体で二月に１回とかなんかそんなんでしたかしらね。改めて伺えればと思いま

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） 認定審査会につきましては、各合議体８名ですが、中に審

査会を開くときは、一応８名のうち５名が参加することになってございます。そのうち必ず医

師は２名含まれておりますので、１名が欠席しても１名の医師がいるということで、４名以上

の参加で合議体の開催は可能となりますので、一応そのようなことでやってございます。 

  以上でございます。 

（「回数は」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 回数は、当町の第一合議体は33回でございます。年間33

回、月に２回から３回という形になります。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

（「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いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第11号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号）を採決

いたします。 

  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１２号 平成２５年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算 

             （第１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 議案第12号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第12号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ４万3,000円を減額

し、歳入歳出予算の総額を121万円とするものであります。 

  天草事業からの配分金は増額となりましたが、前年度繰越金が減額となりましたので、一

般会計への繰出金を減額措置とさせていただいたものであります。 

  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） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） それでは、議案第12号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特

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年度東伊豆町の稲取財産区特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ４万3,000円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ121万円といたします。 

  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。 

  内容的には、50万を超える補正内容はございませんが、一通り補正をさせていただきた

いと思います。 

  最初に、５ページ、６ページの歳入ですが、第１款財産収入、１項財産運用収入、１目財



産貸付収入の１節その他普通財産貸付収入の２万5,000円増額は、全額天草事業配分金の増額

によるものでございます。単価的には若干落ちたんですが、水揚げ量が前年対比24.9％の増

加という内容でございます。 

  ２款１項１目繰越金の６万8,000円の減額は、前年度決算に伴う前年度繰越金の減額措置

でございます。 

  次に、７ページ、８ページの歳出に移りますが、２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会

計繰出金の４万3,000円の減額は、天草事業配分金は予算に対して増額となりましたが、前年

度決算により繰越金が減額となったことによりまして、差し引き４万3,000円を一般会計繰出

金から減額措置いたしたものでございます。 

  ３ページ、４ページをお願いします。 

  補正内容を総括させていただいてございます。 

  補正前の歳入歳出予算総額は125万3,000円で、歳入歳出それぞれ４万3,000円を減額し、

補正後の予算総額を121万円といたします。 

  財源につきましては一般財源となっています。 

  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。 

○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いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第12号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号）を採

決いたします。 

  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６ 議案第１３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２号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第６ 議案第13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２号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第13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２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ688万1,000円を減

額し、歳入歳出予算の総額を7,740万6,000円とするものであります。 

  売電単価の値上がりによる増収を推計しておりましたが、３号機の落雷事故による年度当

初の運転停止及び風況により売電収入を700万円減額させていただきましたが、発電施設保安

管理委託料でメーカーでなければできない内容と専門業者でも可能な内容に区分したことによ

り、800万円の減額措置ができました。 

  また、収支状況から基金210万円の積み増し措置ができました。 

  詳細につきましては、企画調整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） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） それでは、議案第13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２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２号）は、次に定めるところ

によります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ688万1,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,740万6,000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。 

  最初に、３ページ、４ページの歳入ですが、４款諸収入、１項収益事業収入の700万円の



減額は、１目売電収入の減額で、売電単価は上がりましたが、年度当初の落雷事故による３号

機の停止及び風況による減額措置でございます。 

  次に、２項雑入の11万9,000円の増額は、消費税の還付金でございます。 

  ５ページ、６ページに移らせていただきます。 

  歳出の内容になりますが、１款電気事業費、２項１目風力発電事業費で898万1,000円を

減額いたしました。13節委託料で、発電施設保安管理委託料を800万円減額いたしました。委

託内容によりメーカーへの直接委託と専門業者への委託を区分した結果による減額措置でござ

います。 

  次に、27節公課費の100万円の減は、当初課税を予測して売りました消費税が還付措置と

なったことによる減額でございます。 

  次に、２目風力発電基金の210万円の増額ですが、会計収支状況から、25節積立金で基金

への積み増しを実施いたしました。このことにより、25年度末の基金残高は約2,948万9,000

円となっております。 

  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いたしました。 

  歳入歳出それぞれ補正前の合計額8,428万7,000円から688万1,000円を減額いたしまして、

補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ7,740万6,000円といたしたもので、財源は全て一般財

源になります。 

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

します。 

○議長（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いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第13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２号）を

採決いたします。 

  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７ 議案第１４号 平成２５年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２ 

             号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第７ 議案第14号 平成25年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第14号 平成25年度東伊豆町水道事業

会計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、収入では、水道事業収益

の予定額から4,770万円を減額し、総額３億9,892万1,000円といたします。事業収益の減の要

因につきましては、ホテル、旅館や別荘地など、大口使用者の使用水量が大幅に減少したこと

によるものであります。 

  支出では、水道事業費用の予定額に993万4,000円を追加し、総額４億3,787万円といたし

ます。電気料金の高騰による動力費の増額や時効による未収金の不納欠損処分を行うものでご

ざいます。 

  また、予算第４条に定めた資本的支出の予定額から1,580万円を減額し、２億1,533万

3,000円といたします。建設改良費における工事請負費及び調査委託料の契約差金を減額する

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14号 平成25年度東伊豆町水道

事業会計補正予算（第２号）について、概要を御説明いたします。 

  （総則） 



  第１条 平成25年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よります。 

  （業務の予定量） 

  第２条 平成25年度東伊豆町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第２号

中「310万立方メートル」を「288万立方メール」に、同条第３号中「8,493立方メートル」を

「7,890立方メートル」に改めます。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  収入、第１款水道事業収益、既決予定額４億4,662万1,000円から4,770万円を減額し、３

億9,892万1,000円といたします。 

  第１項営業収益、既決予定額４億4,395万円から4,770万円を減額し、３億9,625万円とい

たします。 

  支出、第１款水道事業費用、既決予定額４億2,793万6,000円に993万4,000円を追加し、

４億3,787万円といたします。 

  第１項営業費用、既決予定額３億8,506万6,000円に585万6,000円を追加し、３億9,092万

2,000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円から30万円を減額し、4,151万9,000円と

いたします。 

  第３項特別損失、既決予定額1,000円に437万8,000円を追加し、437万9,000円といたしま

す。 

  ２ページをお開きください。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

「２億3,113万1,000円」を「２億1,533万1,000円」に、過年度分損益勘定留保資金「２億

3,113万1,000円」を「２億799万5,000円」に改め、次に「、過年度分消費税資本的収支調整

額733万6,000円」を加え、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２億3,113万3,000円から1,580万円を減額し、２億

1,533万3,000円といたします。 

  第１項建設改良費、既決予定額１億4,502万4,000円から1,580万円を減額し、１億2,922

万4,000円といたします。 



  （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５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。 

  第１号職員給与費、既決予定額9,098万9,000円に５万2,000円を追加し、9,104万1,000円

といたします。 

  恐れ入りますが、10ページをお開きください。 

  参考資料により、主な補正内容を御説明いたします。 

  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、１節水道料

金4,500万円の減につきましては、１期から５期分までの調定済み額６期分の見込み額を加え

て水道料金を算出したものでございます。 

  ２目簡易水道収益、１節水道料金270万円の減につきましても、調定済み額に見込み額を

加えて算出いたしました。 

  11ページをごらんください。 

  次に、収益的支出ですが、１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費、20

節動力費150万円の増につきましては、電気料金の高騰により動力費に不足が生じるため増額

するものでございます。 

  ２目配水及び給水費、19節修繕費100万円の増につきましては、設備の故障や漏水など突

発的な破損が生じた場合に対処するための予算措置でございます。20節動力費330万円の増に

つきましても、電気料金の高騰により増額するものでございます。 

  ３項特別損失、１目過年度損益修正損、１節過年度損益修正損437万8,000円の増につき

ましては、時効によるものの未収金及び破産による未収金の不納欠損処分を行うものでござい

ます。 

  12ページをごらんください。 

  次に、資本的支出ですが、１款資本的支出、１項建設改良費、３目配水及び給水施設設備

費、29節工事請負費1,000万円の減につきましては、執行した工事の契約差金を減額するもの

でございます。５目調査費、16節委託料580万円の減につきましても、契約差金を減額するも

のでございます。 

  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。 

○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いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第14号 平成25年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第２号）を採決いた

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、午後１時まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時３７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

─── 

 

◎日程第８ 議案第１５号 平成２６年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（鈴木 勉君） 日程第８ 議案第15号 平成26年度東伊豆町一般会計予算を議題と

いたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） それでは、ただいま提案されました議案第15号 平成26年度東伊豆

町一般会計予算について、概要と提案理由を申し上げます。 

  既に、施政方針でも御説明をさせていただいておりますが、当初予算の規模は47億8,600

万円となり、平成25年度当初予算に比べ4,000万円の減額とするものでございます。 



  まず、歳入予算の内容でありますが、自主財源は前年度に比べ0.6％減の24億5,545万

4,000円で、構成比51.3％になります。構成比41.3％を占める町税におきましては、地価の下

落や償却資産の減価償却に伴う固定資産税の減収により19億7,537万8,000円で、前年に比べ

6,708万1,000円、3.3％の減を見込んでおります。 

  次に、依存財源は、前年度に比べ1.1％減の23億3,054万6,000円で、構成比は48.7％とな

ります。そのうち、各種交付金、譲与税につきましては、地方財政計画による伸びを勘案し推

計をいたしました。消費税などの税制改正等に伴う増減となっております。地方交付税につき

ましては、包括算定経費のうち、とりあえず6.5％減といった減額要因のほかに、町税の減収

や臨時財政対策債の元金償還開始に伴う増額要因を加味しまして、前年同額を計上いたしまし

た。 

  次に、国庫支出金につきましては、臨時福祉給付金や社会保障税番号制度システム整備に

係る補助金の追加により、前年対比7,882万5,000円の増となりました。県支出金につきまし

ては、前年度の観光施設整備事業補助金などの皆減により、前年対比6,193万5,000円の減と

なりました。地方債につきましては、適債事業に対する充当措置、さらに普通交付税の財源不

足を補塡する臨時財政対策債により５億310万円を見込んでおります。 

  次に、歳出でありますが、構成比45.8％を占める義務的経費は、人件費においては職員

の退職不補充などによる職員給の削減や国政選挙を初めとした４回の選挙事務関係経費の皆減

等により12億6,168万9,000円で、前年度に比べ4,499万8,000円、3.4％の減となります。扶助

費につきましては、障害者更生医療費や自立支援給付費の増により４億4,791万3,000円で、

前年度に比べ1,698万6,000円、3.9％の増となります。公債費につきましては、臨時財政対策

債の償還金の増に伴い、４億8,022万2,000円で前年度に比べ594万6,000円、1.3％の増となり

ます。物件費につきましては、デジタル防災無線機や衛星携帯電話の整備費の皆減並びに雇用

創出交付金事業における雇人料の減により、７億753万2,000円で、前年度に比べ8,248万

6,000円、10.4％の減となります。維持補修費につきましては、ほぼ前年並み、補助費等につ

きましては、消防広域化に係る施設整備の設備の整備に対する負担金の増や臨時福祉給付金等

により、前年度に比べ１億3,204万3,000円、13.3％の増となります。繰出金につきましては、

３億8,814万4,000円で、後期高齢者医療並びに介護保険特別会計繰出金の増により、前年度

に比べ305万3,000円の増となりました。 

  次に、投資的経費につきましては３億3,510万8,000円となり、前年度に比べ7,016万

5,000円、17.3％減であります。補助事業では、湯ケ岡赤川線改良工事や津波監視カメラの設



置工事により、2,713万8,000円の増となり、単独事業では、前年度実施の細野高原を初めと

した観光施設整備事業の減などにより、9,731万8,000円の減となります。 

  今後は、当面緊急を要する事業以外は実施計画に基づく計画的な投資額にとまるものと考

えております。 

  以上、平成26年度一般会計予算の概要説明及び提案理由とさせていただきますが、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） それでは、ただいま提案されました議案第15号 平成

26年度東伊豆町一般会計予算の主な内容を説明させていただきます。 

  １ページをお開き願います。 

  平成26年度東伊豆町の一般会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ47億8,600万円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」によります。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」によります。 

  （一時借入金） 

  第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、

７億円と定めます。 

  （歳出予算の流用） 

  第５条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  次に、款項の区分で概要説明をさせていただきますが、この予算の中で、「本年度」と申



し上げますのは「平成26年度」であり、「前年度」とは「平成25年度」であります。また、

比較につきましては、平成26年度当初予算と平成25年度当初予算の内容で申し述べますので

御理解をお願いいたします。 

  それでは、２ページをごらんください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について申し上げます。 

  １款町税につきましては19億7,537万8,000円、前年対比6,708万1,000円、3.3％の減で、

予算全体に占める割合は41.3％でございます。 

  まず、１項町民税につきましては、個人町民税と法人町民税で４億9,190万6,000円とな

り、前年対比459万5,000円の増であります。税制改正に伴い、復興財源を確保する目的で今

後10年間、個人住民税の均等割において町民税、県民税それぞれ500円の引き上げとなってお

ります。 

  ２項固定資産税につきましては、地価下落の影響などにより11億9,308万5,000円、前年

対比4.8％の減となります。 

  ３項軽自動車税につきましては2,606万1,000円、前年対比1.8％の減を見込んだものであ

ります。 

  ４項町たばこ税につきましては、たばこ離れに伴い１億2,932万3,000円、前年対比4.6％

の減となっております。 

  ５項特別土地保有税につきましては、科目存置であります。 

  ６項入湯税につきましては１億3,500万1,000円、前年対比3.2％の減で、課税対象者を90

万人と推計したものであります。 

  次に、２款地方譲与税につきましては4,600万1,000円、前年対比400万円、8.0％の減で、

予算全体に占める割合は1.0％となっております。 

  １項自動車重量譲与税につきましては3,300万円、前年対比5.7％の減となっております。 

  ２項地方揮発油譲与税につきましては1,300万円、前年対比13.3％の減であります。 

  ３項地方道路譲与税は、科目存置であります。 

  ３款利子割交付金につきましては280万円で、前年対比6.7％の減となっております。 

  ４款配当割交付金につきましては500万円、前年対比100％の増であります。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金につきましては400万円で、前年対比700％の増であります。 

  ６款地方消費税交付金につきましては１億7,900万円で、前年対比4,100万円、29.7％の

増であります。なお、予算全体に占める割合は3.7％であります。 



  ７款ゴルフ場利用税交付金につきましては1,600万円で、前年対比20.0％の減であり、予

算全体に占める割合は0.3％となっております。稲取ゴルフクラブの利用客数を一般で２万

9,000人、薄暮等の不均一で1,000人と推計いたしました。 

  ８款自動車取得税交付金につきましては900万円で、前年対比55.0％の減でございます。 

  次に、９款地方特例交付金につきましては270万円で、前年対比20万円、6.9％の減とな

っております。 

  ただいまの２款から９款の地方譲与税並びに各種交付金につきましては、税制改正などの

影響を見込んだ国の地方財政計画や県の試算した伸び率、また現下の経済情勢等に基づきそれ

ぞれ予算計上しております。消費税増税に伴う地方消費税交付金4,100万円の増や、自動車取

得税の引き上げに伴う自動車取得税交付金1,100万円の減などが大きな増減となっております。 

  10款地方交付税につきましては８億8,000万円、前年同額で、予算全体に占める割合は

18.4％となっております。地方交付税の予算総額の減や合併市・町に対する新たな加算項目

の追加、また包括予算経費の一律6.5％減といった減額要因がございます。次に、増額要因と

いたしましては、町税の減収や臨時財政対策債の元金償還開始に伴う増額、また社会福祉費や

高齢者保険福祉費の自然増などの要因を加味しまして、普通交付税で８億円、特別交付税で

8,000万円を見込んでおります。 

  11款交通安全対策特別交付金につきましては130万円、前年対比40万円、23.5％の減であ

ります。 

  12款分担金及び負担金につきましては3,079万9,000円、前年対比242万4,000円、8.5％の

増で、予算全体に占める割合は0.6％となっております。 

  13款使用料及び手数料につきましては4,731万3,000円、前年対比15万9,000円、0.3％の

増で、予算全体に占める割合は1.0％となっております。 

  １項使用料につきましては3,748万8,000円、前年対比0.3％の増であります。 

  ２項手数料につきましては982万5,000円、前年対比0.7％の増であります。 

  ３ページをごらんいただきたいと思います。 

  次に、14款国庫支出金につきましては３億6,439万1,000円、前年対比7,882万5,000円、

27.6％の増で、予算全体に占める割合は7.6％となっております。 

  １項国庫負担金につきましては２億2,790万1,000円、前年対比3.1％の増で、障害者自立

支援給付費の増が要因であります。 

  ２項国庫補助金につきましては１億3,315万円、前年対比153.2％の増で、新規といたし



ましては、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の支給、また建築物耐震診断事業や市

街地整備事業、社会保障、税番号制度に係るシステム整備などがございます。その他に、社会

資本整備総合交付金の増などもあり、大幅な増額となっております。 

  ３項委託金につきましては334万円、前年対比71.8％の減で、前年度の参議院議員通常選

挙費委託費の皆減によるものであります。 

  15款県支出金につきましては３億1,725万4,000円、前年対比6,193万5,000円、16.3％の

減で、予算全体に占める割合は6.6％となっております。 

  １項県負担金につきましては１億5,656万1,000円、前年対比70万円、0.4％の減とほぼ前

年並みとなっております。 

  ２項県補助金につきましては１億2,559万円、前年対比5,542万7,000円、30.6％の減で、

前年度に実施いたしました細野高原を初めとした観光施設整備事業や森林整備事業などの皆減

によるものであります。 

  ３項委託金につきましては3,510万3,000円、前年対比580万8,000円、14.2％の減で、県

知事選挙費委託金の皆減によるものであります。 

  16款財産収入につきましては6,994万5,000円、前年対比35万6,000円、0.5％の増で、予

算全体に占める割合は1.5％となっております。 

  １項財産運用収入につきましては6,827万1,000円、前年対比0.5％の増で土地貸付収入が

主な内容でございます。 

  ２項財産売払収入につきましては167万4,000円、前年度と同額で、温泉売払収入が主な

内容でございます。 

  17款寄付金につきましては2,000円の科目存置であります。 

  18款繰入金につきましては２億1,959万4,000円、前年対比2,480万円、12.7％の増で、予

算全体に占める割合は4.6％となっております。 

  １項財産区繰入金につきましては10万円、稲取財産区特別会計からの繰入金であります。 

  ２項特別会計繰入金につきましては874万9,000円で、風力発電事業特別会計から867万

9,000円を繰り入れ、太陽光発電システム設置費、補助事業等に加えエコリゾートタウン推進

事業や地球温暖化の対策事業に充当いたします。 

  ３項基金繰入金につきましては２億1,074万5,000円、前年対比2,572万5000円の増で、新

設の基金からの繰り入れといたしまして、緊急地震津波対策基金から1,854万1,000円、地域

の元気臨時交付金基金から2,118万4,000円を繰り入れいたします。また、財政調整基金から



１億6,800万円、育英奨学基金から302万円をそれぞれ基金条例の目的に沿って繰り入れ措置

をいたすものでございます。 

  19款繰越金につきましては、前年度予算執行状況などから実質収支額6,000万円を見込み

ましたが、そのうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額を3,000万円といたしま

したので、予算計上額は前年度と同額の3,000万円となりました。予算全体に占める割合は

0.6％となっております。 

  20款諸収入につきましては8,242万3,000円、前年対比2,495万2,000円、43.4％の増で、

予算全体に占める割合は1.7％となっております。 

  １項延滞金、加算金及び過料につきましては350万円で、町税の延滞金であります。 

  ２項町預金利子につきましては2,000円を計上いたしました。 

  ３項貸付金元利収入につきましては140万4,000円、前年対比17.3％の減で、育英奨学金

貸付金の返還金であります。 

  ４項雑入につきましては7,701万8,000円、前年対比45.5％の増であります。環境林整備

事業補助金過年度収入2,000万円が主な増額の要因となっております。 

  ５項収益事業収入につきましては49万9,000円で、幼稚園、小中学校の学校施設に加え、

新たに防災センターの太陽光発電売電収入を計上しております。 

  最後に、21款町債につきましては５億310万円、前年対比6,970万円、12.2％の減となり、

予算全体に占める割合は10.5％となっております。衛生債、農林水産業債、土木債、消防債、

さらに臨時財政対策債を計上させていただきました。 

  お手数ですが、７ページをお開きください。 

  本予算第３条で定めました第３表地方債の内容でございますが、限度額５億310万円で、

起債の方法につきましては、証書借入または証券発行といたします。利率については、年

5.0％以内とし、償還方法を定めたものでございます。なお、地方債の現在高の見込みに関す

る調書につきましては、予算書217ページに記載されておりますので、ごらんの上御理解をお

願いいたします。 

  恐れ入りますが、４ページにお戻りください。 

  歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  まず、１款議会費につきましては7,366万2,000円、前年対比６万8,000円、0.1％の増で、

予算全体に占める割合は1.5％となっております。内容につきましては議員報酬、各常任委員

会活動費及び職員３名の人件費が主なものとなっております。なお、議員年金制度の廃止に伴



い、議員共済組合給付費負担金が数年の間、高水準となります。 

  ２款総務費につきましては８億5,753万6,000円、前年対比772万1,000円、0.9％の増で、

予算全体に占める割合は17.9％となっております。 

  １項総務管理費につきましては７億1,092万7,000円、前年対比5.4％の増であります。全

般的な需用費や庁舎維持管理費、アスド会館費、自治振興費、地球温暖化対策費、電算費など

を計上いたしました。図書館、消防署への太陽光発電システム設置工事などにより増額となっ

ております。 

  ２項徴税費につきましては9,558万9,000円、前年対比4.7％の減となっており、税務担当

職員人件費、賦課徴収事務費等が計上されております。 

  ３項戸籍住民基本台帳費につきましては3,518万4,000円、前年対比1.4％の減で、戸籍事

務関係費用を計上させていただきました。 

  ４項選挙費につきましては448万7,000円、前年対比84.9％の減で、本年度は選挙の予定

もございませんので、通常の経常的経費について計上しております。 

  ５項統計調査費につきましては1,023万1,000円、前年対比19.2％の増であります。４種

類の統計調査を予定しております。 

  ６項監査委員費につきましては118万8,000円で、監査事務諸費を計上いたしております。 

  次に、３款民生費につきましては12億7,003万9,000円、前年対比7,690万円、6.4％の増

で、予算全体に占める割合は26.5％となっております。 

  １項社会福祉費につきましては９億5,708万1,000円、前年対比7.9％の増で、障害者福祉

費や後期高齢者医療等の老人福祉費、また国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰

出金等に加え、臨時福祉給付金等給付事業が計上されております。 

  ２項児童福祉費につきましては３億779万9,000円、前年対比2.6％の増であります。保育

所入所委託料や子ども医療費の増加、また新たな子ども・子育て支援事業の計画策定のため増

額となっております。 

  ３項国民年金事務取扱費につきましては505万9,000円、前年対比21.6％の減で、国民年

金事務費が計上されております。 

  ４項災害救助費につきましては10万円で、前年度と同額を計上いたしました。 

  次に、４款衛生費につきましては７億2,156万3,000円、前年対比5,636万6,000円、8.5％

の増で、予算全体に占める割合は15.1％となっております。 

  １項保健衛生費につきましては２億1,648万9,000円、前年対比10.8％の増で、保健福祉



センター維持管理費、各保健対策事業費及び担当職員人件費等が計上されております。 

  ２項清掃費につきましては５億507万4,000円、前年対比7.5％の増となっております。ご

み収集委託料や東河環境センター分担金、最終処分場維持管理費が主な内容でございます。 

  ５款農林水産業費につきましては１億1,596万8,000円、前年対比3,587万2,000円、

23.6％の減で、予算全体に占める割合は2.4％となっております。 

  １項農業費につきましては7,190万4,000円、8.2％の減であります。農業委員会費を初め、

農業振興費補助金、有害鳥獣対策費、中山間地域総合整備事業負担金等を措置いたしておりま

す。 

  ２項林業費につきましては2,270万4,000円、前年対比54.1％の減となっております。稲

取高原の除間伐や、稲取高原の維持管理費等を計上いたしました。 

  ３項水産業費につきましては2,136万円、前年対比11.1％の減となっております。漁業振

興費補助金、稲取漁港整備事業地元負担金等を計上してございます。 

  次に、６款商工費につきましては１億6,111万9,000円、前年対比１億2,853万2,000円、

44.4％の減で、予算全体に占める割合は3.4％となっております。観光協会補助金や商工会運

営事業補助金を初めとして、町内景気対策や観光振興対策に要する経費を措置いたしておりま

す。観光施設整備事業の皆減により大幅な減額となっております。 

  次に、７款土木費につきましては２億585万9,000円、前年対比1,280万8,000円、6.6％の

増で、予算全体に占める割合は4.3％となっております。 

  １項土木管理費につきましては2,883万7,000円、前年対比1.2％の減で、測量登記事務委

託料や道路台帳修正業務委託料及び担当職員人件費が主な内容となっております。 

  ２項道路橋りょう費につきましては１億4,255万8,000円、前年対比6.3％の増で、道路維

持費では町道全般維持補修工事、また道路新設改良費では道路ストック総点検などの調査のほ

か、湯ノ沢草崎線のり面対策工事など６路線の改良工事費を計上いたしました。 

  ３項河川費につきましては1,015万6,000円、前年対比74.6％の増で、湯ケ岡山田水路の

測量設計費や上赤川の改修工事費を計上いたしました。 

  ４項都市計画費につきましては2,228万7,000円、前年対比6.7％の増で、都市公園並びに

唐沢汚水処理場の維持管理費及び担当職員人件費を計上いたしました。 

  ５項住宅費につきましては202万1,000円、前年対比33.1％の減で、町営住宅の維持管理

費を計上いたしました。 

  次に、８款消防費につきましては４億7,545万3,000円、前年対比2,980万6,000円、5.9％



の減で、予算全体に占める割合は9.9％となっております。消防広域化に係る指令センター整

備やデジタル無線整備に対する負担金、第５分団消防ポンプ自動車購入費、津波監視カメラ設

置工事費、地域防災計画並びに防災ハザードマップの作成委託料、さらに建築物耐震診断事業

費等を計上してございます。 

  次に、９款教育費につきましては４億1,283万4,000円、前年対比561万5,000円、1.3％の

減で、予算全体に占める割合は8.6％となっております。 

  １項教育総務費につきましては１億326万7,000円、前年対比6.2％の減となっております。 

  ５ページをごらんください。 

  ２項小学校費につきましては5,301万円、前年対比0.2％の減でございます。 

  ３項中学校費につきましては3,821万7,000円、前年対比5.8％の増となっております。 

  ４項幼稚園費につきましては１億171万2,000円、前年対比0.4％の減となっております。 

  ５項社会教育費につきましては3,253万円、前年対比1.8％の減であります。 

  ６項保健体育費につきましては7,963万9,000円、前年対比0.8％の増であります。 

  ７項育英奨学費につきましては445万9,000円で、育英奨学金の貸し付け及び育英奨学基

金への積立金を計上いたしております。 

  次に、10款災害復旧費につきましては168万6,000円、前年対比0.9％の増となっておりま

す。 

  １項においては農林水産業施設災害復旧費、２項では公共土木施設災害復旧費として、災

害時の応急工事費等を計上いたしております。 

  次に、11款公債費につきましては４億8,028万1,000円、前年対比594万7,000円、1.3％の

増で、予算全体に占める割合は10.0％となっております。内容は、元金償還金４億1,480万

5,000円、公債利子6,369万円、一時借入金の利子172万7,000円を見込んだほか、諸費として

５万9,000円を計上したものであります。 

  最後に、12款予備費につきましては1,000万円で、予算総額の0.2％を計上いたしました。 

  ６ページをお開き願います。 

  第２表につきましては、債務負担行為として平成26年度分をお示ししてありますので、

事項、期間、限度額等をごらんの上、御理解をお願いしたいと思います。なお、債務負担行為

が翌年度以降にわたるものにつきましては、214ページ以降に掲載してございます。 

  恐れ入りますが、８ページをお開き願います。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入内容につきましては、この事項別明細書総括表で前



年度比較も加え示されておりますので、ごらんの上、御理解をお願いしたいと思います。 

  ９ページをごらん願いたいと思います。 

  同様に、歳出の前年度比較及び財源内訳の総括表となっております。歳出予算総額の特定

財源内訳につきましては、国・県支出金６億8,164万5,000円、地方債１億5,610万円、その他

財源２億541万2,000円となっており、一般財源につきましては37億4,284万3,000円でござい

ます。 

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

いたします。 

 

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

─── 

 

◎日程第 ９ 議案第１６号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第１０ 議案第１７号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第１１ 議案第１８号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第１２ 議案第１９号 平成２６年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第１３ 議案第２０号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第１４ 議案第２１号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（鈴木 勉君） 日程第９ 議案第16号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計

予算、日程第10 議案第17号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、日程第11

 議案第18号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第12 議案第19号 平成26

年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第13 議案第20号 平成26年度東伊豆町風力発

電事業特別会計予算、日程第14 議案第21号 平成26年度東伊豆町水道事業会計予算を一括

議題といたします。 

  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） 議案第16号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算につき

まして、概要を申し上げ提案理由といたします。 

  平成26年度の歳入歳出予算の総額はそれぞれ21億5,453万3,000円で、前年度当初予算と



比較いたしますと3,410万2,000円、1.6％の減となっております。 

  まず、歳入につきまして主な内容を申し上げます。国民健康保険税で５億430万2,000円

を計上いたしました。被保険者数の減少等により前年度より0.3％の減を見込みました。国庫

支出金４億8,046万3,000円、療養給付費交付金8,598万4,000円、前期高齢者交付金５億7,613

万7,000円、県支出金１億2,472万円、共同事業交付金２億6,627万9,000円、繰入金１億1,159

万円をそれぞれ計上いたしました。 

  次に、歳出について主な内容を申し上げます。総務費は事務的経費として908万6,000円、

保険給付費は13億8,777万2,000円で、歳出予算全体に占める割合は64.4％であります。後期

高齢者支援金２億9,270万2,000円、介護納付金１億3,929万円、共同事業拠出金３億206万

5,000円、保険事業費1,691万3,000円をそれぞれ計上いたしました。 

  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。 

  次に、議案第17号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、概

要を申し上げ提案理由といたします。 

  平成26年度の歳入歳出予算の総額はそれぞれ１億4,534万7,000円で、前年度当初予算と

比較いたしますと415万6,000円、2.9％の増となっております。 

  まず、歳入につきまして主な内容を申し上げます。後期高齢者医療保険料１億1,060万

2,000円、繰入金3,432万2,000円をそれぞれ計上した内容となっております。 

  歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金で１億4,492万6,000円を計上した

内容であります。 

  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。 

  次に、議案第18号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計予算につきまして、概要を申

し上げ提案理由といたします。 

  平成26年度の歳入歳出予算の総額は12億7,230万１,000円で、前年度当初予算に比べ

2,976万2,000円、2.4％の増となっております。 

  まず、歳入の主な内容を申し上げますと、介護保険料が２億5,225万7,000円で歳入総額

の19.8％となっております。分担金及び負担金は532万2,000円で、賀茂郡介護認定審査会の

負担金となり0.4％、国庫支出金は２億9,145万4,000円で22.9％、支払基金交付金は３億

5,668万円で28.0％、県支出金が１億8,172万9,000円で14.3％、繰入金が１億8,253万5,000



円で14.4％となります。特定財源等の増につきましては、保険給付費の伸びによるものであ

ります。 

  次に、歳出の主な内容につきましては、総務費が1,679万1,000円で前年度当初予算に比

べ2.9％の減で、歳出総額の1.3％となっております。保険給付費は12億2,592万4,000円で前

年度当初予算に比べ2.6％の増で、歳出総額の96.4％、地域支援事業費は2,823万3,000円で前

年度当初予算に比べ3.2％の減で、歳出総額の2.2％となる内容でございます。 

  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。 

  引き続き、議案第19号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算につきまして、概

要を申し上げ提案理由といたします。 

  平成26年度の歳入歳出予算の総額は111万2,000円で、前年度に比べ14万1,000円、11.3％

の減となりました。特に例年と異なる内容はありませんが、25年度の収支状況による繰越金

の減額が要因となっております。 

  詳細につきましては、企画調整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。 

  次に、議案第20号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算につきまして、概要

を申し上げ提案理由といたします。 

  平成26年度の歳入歳出予算の総額は8,051万1,000円で、前年度に比べ220万円の増、

2.8％の伸び率となりました。売電収入で消費税率の改正による増収を推計いたしました。 

  また、歳出では、保守管理委託をメーカー部分と専門業者部分に区分することなどによる

減額措置により基金への積み増しが予定できました。なお、エコ対策事業への財源補塡として

一般会計に繰り出し措置をいたしました。 

  詳細につきましては、企画調整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。 

  次に、議案第21号 平成26年度東伊豆町水道事業会計予算について、概要を申し上げ提

案理由といたします。 

  水道事業収益は４億5,950万9,000円で、前年度に比べ1,288万8,000円、2.9％の増といた

しました。会計制度の見直しにより、営業外収益が増加したことによるものでございます。 

  水道事業費用は４億4,144万6,000円で、前年度に比べ1,115万3,000円、2.6％の増といた

しました。電気料金の高騰による動力費の増大や制度改正による引当金の計上が主な要因でご



ざいます。 

  資本的支出は２億3,039万1,000円で、前年度に比べ25万8,000円、0.1％の増といたしま

した。主な内容を申し上げますと、国道135号送水管移設工事や、県道稲取港線配水管布設替

工事など継続事業を基本として計画いたしました。また水源調査につきましては、引き続き稲

取地区において試掘調査を実施するため、調査委託料を計上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） 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16号 平成26年度東伊

豆町国民健康保険特別会計予算について、概要を説明申し上げます。 

  218ページをごらんください。 

  平成26年度東伊豆町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ21億5,453万3,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （一時借入金） 

  第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による、一時借入金の借り入れの最高額は

１億円と定めます。 

  （歳出予算の流用） 

  第３条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  次に、219ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について、款項の区分で概要を説明申し上げます。 

  １款１項国民健康保険税は５億430万2,000円で、前年度対比149万1,000円、0.3％の減で、

予算全体の23.4％を占めております。減額の要因としまして、被保険者数の減少等を見込ん

だものであります。また７月の本算定で確定をします。 

  ３款国庫支出金は４億8,046万3,000円で、前年度対比901万8,000円、1.8％の減で、予算



全体の22.3％を占めております。 

  １項国庫負担金は３億7,521万1,000円、前年度対比1.8％の減で、主な内容は療養給付費

負担金の減であります。 

  ２項国庫補助金は１億525万2,000円を計上いたしました。調整交付金が主な内容となり

ます。 

  ４款１項療養給付費交付金は8,598万4,000円、前年度対比1,780万4,000円、26.1％の増

であります。予算全体の４％を占めております。退職被保険者の療養給付費の増加が見込まれ

るためです。 

  ５款１項前期高齢者交付金は５億7,613万7,000円で、前年度対比2,824万4,000円、4.7％

の減で、予算全体の26.7％を占めております。この交付金は、65歳から74歳までの加入者が

多く、国民健康保険の財政支援を行うためものです。 

  ６款県支出金は１億2,472万円、前年度対比234万5,000円、1.8％の減で、予算全体の

5.8％を占めております。 

  １項県補助金１億954万8,000円、前年度対比318万2,000円、2.8％の減であります。減額

の要因は、普通調整交付金の減額を見込んだものであります。 

  ２項県負担金1,517万2,000円で、前年度対比5.8％の増であります。 

  ７款１項共同事業交付金は２億6,627万9,000円で、前年度対比358万7,000円、1.3％の減

で、予算全体の12.4％を占めております。 

  ９款繰入金は１億1,159万円で、前年度対比915万9,000円、7.6％の減で、予算全体の

5.2％を占めております。 

  １項一般会計繰入金は１億1,159万円で、うち法定外の繰入金は1,870万円であります。 

  11款諸収入は462万4,000円を計上しました。 

  １項延滞金、加算金及び過料、３項雑入は第三者行為等の納付金であります。 

  220ページをごらんください。 

  次に、歳出につきましても款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費は908万6,000円で、前年度対比79万7,000円、9.6％の増であります。主な内

容としまして、１項総務管理費は665万8,000円、２項徴税費は194万9,000円を計上させてい

ただきました。 

  次に、２款保険給付費ですが13億8,777万2,000円で、前年度対比2,887万4,000円、2.0％

の減で、予算全体の64.4％を占めております。 



  １項の療養諸費は12億2,476万6,000円で、前年度の医療費の実績から計上させていただ

きました。 

  ２項高額療養費は１億5,250万1,000円で、前年度対比1,151万1,000円、7.0％の減となっ

ております。 

  ４項出産育児諸費は840万5,000円で、前年度と同額であります。 

  ５項葬祭諸費は200万円で、前年度と同額であります。 

  ３款１項後期高齢者支援金は２億9,270万2,000円で、前年度対比1,036万5,000円、3.4％

の減で、予算全体の13.6％を占めております。これは後期高齢者医療制度を支援するための

拠出金であります。 

  ６款介護納付金は１億3,929万円で、前年度対比125万3,000円、0.9％の減で、予算全体

の6.5％を占めております。 

  ７款１項共同事業拠出金は３億206万5,000円で、前年度対比778万2,000円、2.6％の増で、

予算全体の14％を占めており、高額医療費共同事業、保険財政安定化事業の拠出金でありま

す。 

  ８款保険事業費は1,691万3,000円で、前年度対比221万8,000円、11.6％の減であります。 

  １項保険事業費は481万2,000円、２項特定健康診査等事業費は1,210万1,000円を計上さ

せていただきました。 

  11款諸支出金は、１項償還金及び還付加算金145万7,000円で、保険税の還付金等であり

ます。 

  12款予備費は500万円で、前年度と同額を計上いたしました。 

  221ページ、222ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この事項別明細書総括

表で前年度比較を加え示してあります。 

  次に、222ページの財源の内訳ですが、合計で申し上げます。国・県支出金が６億518万

3,000円、その他財源が10億3,999万3,000円、一般財源が５億935万7,000円という内容となっ

ております。 

  以上、簡単ですが、概要説明にかえさせていただきます。 

  続きまして、250ページをお開きください。 

  続きまして、議案第17号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算について、

概要について説明申し上げます。 



  平成26年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億4,534万7,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  次に、251ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の款項の区分で申し上げます。 

  まず、歳入ですが、１款後期高齢者医療保険料は１億1,060万2,000円、前年度対比164万

3,000円、1.5％の増で、予算全体の76.1％を占めております。 

  ２款使用料及び手数料は７万円で、前年度対比２万円の増であります。 

  ３款繰入金は3,432万2,000円、前年度対比249万3,000円、7.8％の増で、予算全体の

23.6％を占めており、一般会計からの繰入金であります。 

  ４款諸収入は35万2,000円で、保険料還付に係る後期高齢者医療広域連合からの納付金で

あります。 

  次に、252ページの歳出について御説明をいたします。 

  １款後期高齢者医療広域連合納付金１億4,492万6,000円、前年度対比413万6,000円、

2.9％の増で、予算全体の99.7％を占めております。内容は、徴収した保険料等を後期高齢者

医療広域連合に納付するものであります。 

  ２款諸支出金は42万1,000円で、内訳は１項償還金及び還付加算金で35万1,000円、２項

繰出金７万円となっております。 

  次に、253ページ、254ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書で前年度比較を加え示してあります。 

  次に、254ページの歳出の財源の内訳ですが、合計で申し上げます。 

  一般財源で１億4,534万7,000円となっております。 

  以上、簡単ですが、概要説明にかえさせていただきます。 

○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） 続きまして、議案第18号 平成26年度東伊豆町介護保険

特別会計予算の主な内容を説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、259ページをお開き願います。 



  平成26年度東伊豆町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ12億7,230万1,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  260ページをお開きください。 

  次に、第１表歳入歳出予算の歳入の款項の区分で概要説明をさせていただきます。 

  １款保険料につきましては２億5,225万7,000円で、前年度対比490万3,000円、2.0％の増

で、予算全体に占める割合は19.8％でございます。 

  １項介護保険料は65歳以上の方の特別徴収保険料と普通徴収保険料で、基準月額は4,370

円でございます。被保険者の増によるものでございます。 

  ２款分担金及び負担金は532万2,000円で、前年度対比55万5,000円、9.4％の減で、予算

全体に占める割合は0.4％でございます。平成26年度の賀茂郡介護認定審査会事務局を行うに

当たり、賀茂４町より負担金を歳入するものでございます。 

  ３款使用料及び手数料は11万円で、前年度と同額を計上させていただきました。普通徴

収分の督促手数料となります。 

  ４款国庫支出金は２億9,145万4,000円で、前年度対比915万3,000円、3.2％の増で、予算

全体に占める割合は22.9％でございます。 

  １項国庫負担金は介護給付費負担金で２億2,167万4,000円、前年度対比2.5％の増で、負

担率は保険給付費の施設分15％、その他分20％でございます。給付費の伸びによるものでご

ざいます。 

  ２項国庫補助金は調整交付金と地域支援事業交付金で6,978万円、5.7％の増で、負担率

は調整交付金4.88％、地域支援事業のうち介護予防事業25％、包括的支援事業は39.5％でご

ざいます。 

  ５款支払基金交付金は３億5,668万円で、前年度対比833万4,000円、2.4％の増で、予算



全体に占める割合は28％で、２号被保険者の保険料でございます。 

  ６款県支出金は１億8,172万9,000円で、前年度対比437万4,000円、2.5％の増で、予算全

体に占める割合は14.3％でございます。 

  １項県負担金は、現年度分の介護給付費県負担金で１億7,675万円、前年度対比2.7％の

増で、負担率は保険給付費施設分の17.5％、その他分12.5％でございます。 

  ２項県補助金は、地域支援事業交付金で497万7,000円、前年度対比6.1％の減で、負担率

は介護予防事業の12.5％、包括的支援事業の19.75％でございます。 

  ８款繰入金は１億8,253万5,000円で、前年度対比339万4,000円、1.9％の増で、予算全体

に占める割合は14.4％でございます。 

  １項一般会計繰入金は、介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金及び事務費繰入金、包括

支援センターの人件費分繰入金で１億7,092万5,000円、前年度対比3.3％の増で、負担率は保

険給付費及び地域支援事業の介護予防事業は12.5％、包括的支援事業は19.75％でございます。 

  ２項基金繰入金は、介護保険給付費準備基金繰入金1,161万円で、前年度対比12.3％の減

で、保険料不足分を財源調整のため繰り入れるものでございます。 

  ９款繰越金につきましては、前年度と同額の200万円を計上いたしました。予算全体に占

める割合は0.2％でございます。 

  10款諸収入は21万3,000円で、前年度対比15万9,000円、294.4％の増で、主に雑入でござ

います。 

  ３項雑入は21万1,000円、前年度対比305.8％の増で、県からの介護認定手数料及び介護

予防教室参加者の自立体力検定の本人負担分でございます。 

  261ページをごらんください。 

  歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費は1,679万1,000円で、前年度対比49万4,000円、2.9％の減で、予算全体に占

める割合は1.3％でございます。 

  １項総務管理費は100万2,000円、前年度対比3.2％の減であります。全般的な需用費、役

務費、委託料などを計上してございます。 

  ２項徴収費は156万9,000円、前年度対比0.1％の増で、納入通知書等の印刷製本費と郵便

料が主なものでございます。 

  ３項介護認定審査会費は1,422万円、前年度対比3.1％の減で、主に賀茂郡介護認定審査

会委員報酬と認定調査費などを計上してございます。 



  ２款保険給付費につきましては12億2,592万4,000円で、前年度対比3,109万4,000円、

2.6％の増で、予算全体に占める割合は96.4％でございます。制度改正に伴う基準限度額の増

額、第５期介護保険事業計画のサービス見込み料及び25年度実績により計上いたしました。 

  １項介護サービス等諸費は11億2,234万円、前年度対比2.3％の増で、要介護認定者の介

護サービス給付費等であります。制度改正による基準限度額の増額やサービス見込み量の推計

によるものでございます。 

  ２項介護予防サービス等諸費は3,582万4,000円、前年度対比19.6％の増で、要支援者の

介護サービス給付費等であります。要支援認定者の増加によるものでございます。 

  ３項その他諸費は75万6,000円、前年度対比12.4％の減で、介護給付費請求書審査支払委

託料であります。審査単価が下がったことによる減額でございます。 

  ４項高額介護サービス等費は2,069万3,000円で、前年度対比1.4％の減で、負担限度額を

超える介護給付の自己負担に対して補塡するもので、実績及び計画値により算出してございま

す。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費は263万4,000円で、前年度対比7.8％の増で、実績及

び計画値により算出してございます。 

  ６項特定入所者介護サービス等費は4,367万7,000円で、前年度対比0.4％の減で、所得に

応じた施設入所者の居住費、食費の補足給付でございます。 

  ５款地域支援事業費は2,823万3,000円で、前年度対比93万4,000円、3.2％の減で、予算

全体に占める割合は2.2％でございます。 

  １項介護予防事業は417万円で、前年度対比34.5％の減で、二次予防事業対象者把握事業

の隔年化により委託料、郵便料が減額となったことと、直営の介護予防教室実施による講師謝

礼の減によるものでございます。 

  ２項包括的支援事業等費は2,406万3,000円で、前年度対比5.5％の増で、成年後見事業の

増に伴うものでございます。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は35万1,000円で、前年度対比９万6,000円、

37.6％の増で、保険料過誤納還付金の増額によるものでございます。 

  ７款予備費は100万円で、前年度と同額を計上させていただきました。 

  262ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入の内容につきましては、この事項別明細書総括表で

前年度比較を加え示されておりますので、ごらんの上、御理解をお願いしたいと思います。 



  263ページをごらん願います。 

  同様に、歳出の前年度比較及び財源内訳の総括表となっております。歳出予算総額の特定

財源内訳につきましては、国・県支出金が４億7,318万3,000円、その他の財源が３億6,232万

2,000円となっており、一般財源につきましては４億3,679万6,000円でございます。 

  以上、簡単ですが、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、議案第19号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特

別会計予算について、説明をさせていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の稲取財産区特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞ111万2,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  それでは、最初に302ページ、303ページの歳入ですが、１款財産収入、１項財産運用収

入は111万円で、前年度と同額でございます。稲取旅館組合への土地貸付料80万円はむかい庵

の貸付収入で、27年10月までの契約内容となっております。 

  ２款１項繰越金は1,000円で、前年度比14万1,000円の減となります。25年度の収支状況

によるものでございます。 

  ３款諸収入、１項預金利子は、前年度と同様に1,000円を科目存置とさせていただいてお

ります。 

  次に、304、305ページの歳出ですが、１款管理会費、１項管理会委員会費は前年度と同

額の91万9,000円といたしました。委員報酬、それから稲取温泉組合によるむかい庵の土地貸

付料を天草用地使用補償料として漁協稲取支所に支出する内容等でございます。 

  ２款諸支出金、１項繰出金ですが、一般会計繰出金で10万円は会計収支状況から前年度

と同額を措置いたした内容でございます。 

  ３項予備費は、前年度比14万1,000円減の９万3,000円を措置いたしてございます。 

  300ページ、301ページの歳入歳出予算事項別明細書で予算内容を総括してございます。 

  歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ111万2,000円で、財源は全て一般財源で、前年

度に比べ14万1,000円の減という内容になりました。 



  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。 

  引き続きまして、議案第20号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算について

説明をさせていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の風力発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ8,051万1,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  311ページ、312ページの歳入ですが、１款財産収入、１項財産運用収入は、前年同額の

１万円で風力発電基金の預金利子でございます。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金ですが、当初予算時点では基金からの繰り入れ予定はござい

ませんので科目存置といたしております。 

  ３款、１項繰越金は、前年度繰越金を前年度と同額の50万円を見込んでおります。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入で、売電収入として前年度比220万円増の8,000万円を見

込んでございます。過去の発電実績をもとにした売電計画によるもので、消費税率の改正によ

る増収を加味いたしております。 

  次に、313、314ページの歳出に移らせていただきます。 

  １款電気事業費、１項電気事業管理費は前年同額の６万2,000円で、一般管理費を計上い

たしてございます。 

  次に、２項風力発電事業費は3,306万6,000円で、前年比703万5,000円の減といたしまし

た。主な内容ですが、施設稼働時の電気料、それから修繕料にそれぞれ電気料230万円、修繕

料200万円を措置してございます。それから昨年より、予期できない事故等により運転を停止

した場合に売電収入を補償する施設保険料200万円を計上してございます。それから施設の管

理委託料として2,078万2,000円を計上してございます。昨年は10年目の重要点検ということ

でしたが、今年は通常点検となります。それから部品調達等に伴うメーカー点検と専門業者に

よる点検に区分にし、費用抑制を図っている内容でございます。 

  公課費につきましては、25年度会計の収支状況から、消費税を500万円見込んでおります。 

  次に、風力発電基金費に、前年度比1,045万円増の1,371万円の基金積み立てを見込んで

おります。売電収入の増収と費用抑制等による積み立て措置となっております。 

  次に、２款１項公債費は、償還計画によるもので、元利償還金は2,449万4,000円で前年



度と同額の措置となっております。 

  それから、３款諸支出金、１項繰出金は867万9,000円で、前年度比94万5,000円の減とい

たしました。住宅用太陽光発電施設補助金、それからエコ事業への財源補塡として一般会計へ

繰り出し措置をするものでございます。 

  ４款予備費につきましては、前年同額の50万円を措置いたしてございます。 

  309、310ページにお戻りいただきます。 

  ただいまの予算内容を歳入歳出予算事項別明細書で総括いたしております。 

  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ前年度比220万円増の8,051万1,000円で、

2.8％の伸びとなりました。なお、財源につきましては全て一般財源によります。 

  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） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） それでは、議案第21号 平成26年度東伊豆町水道事業会計予算

について概要を申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  （総則） 

  第１条 平成26年度東伊豆町水道事業会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は次のとおりといたします。 

  第１号 給水件数 6,030件。 

  第２号 年間総給水量 311万7,000立方メートル。 

  第３号 １日平均給水量 8,540立方メートル。 

  第４号 主な事業 稲取地区水源調査業務委託ほかを予定しております。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

  収入 第１款 水道事業収益 ４億5,950万9,000円。 

  第１項 営業収益 ４億3,128万9,000円。 

  第２項 営業外収益 2,822万円といたします。 

  支出 第１款 水道事業費用 ４億4,144万6,000円。 

  第１項 営業費用 ３億9,261万4,000円。 

  第２項 営業外費用 4,148万6,000円。 



  第３項 特別損失 634万6,000円。 

  第４項 予備費 100万円といたします。 

  ２ページをお開きください。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

  資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億3,039万1,000円は、過年度分損益

勘定留保資金２億3,039万1,000円で補塡するものといたします。 

  支出 第１款 資本的支出 ２億3,039万1,000円。 

  第１項 建設改良費 １億4,256万1,000円。 

  第２項 企業債償還金 8,783万円といたします。 

  （債務負担行為） 

  第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表債務負担行

為」によります。 

  （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６条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、または

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

  第１号 職員給与費 １億９万3,000円といたします。 

  （たな卸資産の購入限度額） 

  第７条 たな卸資産の購入限度額は77万5,000円と定めます。 

  ４ページをお開きください。 

  予算実施計画で御説明いたします。 

  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益は４億5,950万9,000円で、前年度に比べ

1,288万8,000円、2.9％の増といたしました。 

  １項営業収益は４億3,128万9,000円で、前年度に比べ1,266万1,000円の減といたしまし

た。25年度最終予算をもとに料金収入を推計し上水道で1,000万円の減、簡易水道で260万円

の減といたしました。 

  ２項営業外収益は2,822万円で、前年度に比べ2,554万9,000円の増といたしました。会計

制度の見直しにより資本譲与金の償却資産の取得に係る部分が収益化され、長期前受金戻入と

して予算計上することとなりました。 

  ５ページをごらんください。 



  次に、収益的支出ですが、１款水道事業費用は４億4,144万6,000円で、前年度に比べ

1,115万3,000円、2.6％の増といたしました。 

  １項営業費用は３億9,261万4,000円で、前年度に比べ514万1,000円の増といたしました。

電気料金の高騰による動力費の増大や新会計基準による引当金の計上でございます。 

  ２項営業外費用は4,148万6,000円で、33万3,000円、0.8％の減といたしました。企業債

利息の減によるものであります。 

  ３項特別損失は634万6,000円で、新会計基準により賞与引当金繰入額や法定福利費引当

金繰入額を計上するものであります。 

  ４項予備費は前年度同額の100万円といたしました。 

  ６ページをお開きください。 

  資本的支出ですが、１款資本的支出は２億3,039万1,000円で、前年度に比べ25万8,000円、

0.1％の増といたしました。 

  １項建設改良費は１億4,256万1,000円で、前年度に比べ146万3,000円の減といたしまし

た。主な事業につきましては、国道135号送水管移設工事、県道稲取港線配水管布設がえ工事

及び白田浄水場汚泥かき寄せ機設備工事など８件の工事を実施いたします。また水源調査につ

きましては、稲取地区３号井付近において試掘調査を予定しております。 

  ２項企業債償還金は8,783万円で、償還計画に基づき計上いたしました。 

  予算の概要につきましては以上でございますが、このたび地方公営企業会計制度が見直さ

れ、平成26年度予算から適用となっております。借入資本金の負債計上や補助金等により取

得した固定資産の償却制度の見直し、引当金の計上及びキャッシュフロー計算書の導入など、

大幅に改正しておりますが、この新基準に基づいて当初予算案を策定いたしております。 

  ７ページには予定キャッシュフロー計算書を、11ページには予定貸借対照表を、また14

ページ以降には予算参考書、給与費明細書及び債務負担行為に関する調書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） 以上で、提案されました平成26年度の各会計の当初予算の概要説明

を終了いたします。 

  なお、大綱質疑の締め切りにつきましては、本定例会第１日目に議会運営委員長から報告

がありましたとおり、本日午後３時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） 御異議なしと認めます。よって、大綱質疑の締め切りを本日午後３時

までといたします。 

  なお、質問の範囲は事業別までとしますので、御承知ください。詳細につきましては、特

別委員会にて質疑していただくようお願いを申し上げます。 

  また、大綱質疑の締め切り後、議会運営委員会を開催します。 

  なお、明日25日は午後１時から議会開催となりますので、御承知ください。 

 

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

─── 

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ２時２２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11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成26年東伊豆町議会第１回定例会第６日目は成立いたしましたので、開会い

たします。 

  なお、14番、山田直志さんは一身上の都合により本日の会議を欠席するとの届け出があ

りましたので、御報告申し上げます。 

  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ございます。 

  議事日程に従い議事を進めます。 

 

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

─── 

 

◎日程第１ 議案第１５号 平成２６年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案第15号 平成26年度東伊豆町一般会計予算を議題と

します。 

  これより大綱質疑を行います。 

  大綱質疑の範囲は事業別までといたしまして、質疑の回数は２回まで、質疑と答弁を含め

１人30分以内といたします。 

  なお、予算に対する質疑ですので、一般質問にならないよう御注意のほどお願い申し上げ

ます。 



  １番、須佐さんの大綱質疑を許します。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 皆さん、こんにちは。総務経済常任委員会の須佐でございます。 

  本日は一般会計の大綱質疑をやらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  まず、１点目として、町税減収の要因と徴収対策。 

  ２点目、消費税増税による影響をどのように把握しているか。歳入と歳出について。 

  ３、地方債残高が増えているが、その要因を教えてほしい。また、10年後の平成35年の

将来負担割合はどのように変化するのか。 

  ４、高齢者等配食サービス事業はどのように改善されたのか。 

  ５、エコリゾートタウン推進事業について、エコタウンガイド事業650万円と協議会負担

金200万円の内容と内訳は。 

  ６、津波監視カメラの設置はどこに設置し、どのように活用されるのか。 

  以上でございます。 

○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） 須佐議員からの質問につきましては６点からの質問となっております

ので、順次答弁させていただきます。 

  まず、１点目の町税減収の要因と徴収対策についてですが、町税減収の要因といたしまし

ては調定額の減によるものであり、町税全体の調定額で前年比4,152万4,000円、２％の減と

なります。 

  特に、町税の主要税目であります固定資産税につきましては前年比2.7％、たばこ税につ

いては前年比4.6％の減となっております。固定資産税については、地価の下落や償却資産の

減価残存率によるもの及び高額納税者の破綻等が要因となっております。たばこ税については、

健康志向や喫煙場所の減少によるたばこ離れや、４月からの消費税増税に伴う値上げも影響す

ると考えております。 

  これら減収に対応するための徴収対策といたしましては、限られた予算、人員の中で効果

的・効率的な運営を行うことが重要であると考え、地方税滞納整理機構への滞納移管、研修に

よる職員のスキルアップ及び県職員派遣の受け入れ等、早期滞納処分の徹底と納付計画の見直

し及び管理により、目標を持って税財源の一層の確保のため徴収強化策に取り組んでいきたい



と考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に２点目、消費税増税による影響をどのように把握しているか、歳入と歳出についてで

すが、初めに歳入に関しましては、消費税率８％への引き上げに伴い地方消費税率がこれまで

の１％から1.7％に引き上げることから、地方消費税交付金の増加を見込んでおります。 

  なお、税率引き上げ後の一時的な消費の落ち込みや企業の決算時期などの影響もあること

から、初年度は増額効果が薄いものとされているため、税率に基づく1.7倍では積算せずに県

の予算計上額等を参考とし、前年対比4,100万円の増を見込みました。 

  次に、歳出に関しましては、消費税率引き上げの影響を受けることから税率８％で予算計

上しております。需用費、委託料、工事請負費などの科目を集計する方法で積算したところ、

税率引き上げの影響額は2,800万円程度のものと見込んでおります。 

  次に３点目、地方債残高が増えているがその要因を教えてほしい、また10年後の平成35

年の将来負担割合はどのように変化するのかについてですが、地方債残高の増加要因といたし

ましては、臨時財政対策債の借入額の増加が主な要因となっております。臨時財政対策債とは、

地方の財源不足について、本来、普通交付税で交付されるべきところを、国の財源不足を賄う

ために平成13年度から導入された制度であります。 

  当町の平成25年度末における地方債現在高見込み53億1,600万円のうち、臨時財政対策債

の現在高見込みは28億9,100万円と50％を超える状況にあり、制度が続く限りは今後も増加し

ていくものと考えます。 

  なお、この臨時財政対策債の元利償還金につきましては、後年度の基準財政需要額に全額

算入され、交付税で交付されることになっておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、10年後の将来負担についてですが、交付税算入のない起債、または建設事業に向

けた普通債の今後の借り入れ状況によって左右されるものと考えております。財政健全化判断

比率の状況とともにこの普通債の動向に十分留意し、住民サービスの向上を目指す中で、将来

の負担増とならないよう調整を図りながら運営してい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。 

  次に４点目、高齢者等配食サービス事業はどのように改善されたのかについてですが、こ

の事業は、在宅高齢者福祉推進事業の一環として、65歳以上の高齢者、身障者等の世帯に食

生活の向上と健康状態の維持向上を目的としてお弁当を宅配し、あわせて利用者の安否確認も

行うものです。 

  本年度までは社会福祉協議会に委託しており、経費に人件費の占める部分が多く、高コス



トであることが事務事業レビューにて指摘されました。 

  このたび、近隣で複数の自治体において数年間の実践のある民間企業が町内でもサービス

提供可能となったことを知り、会社の概要、業績等の内容を精査してまいりました。コスト削

減することによりサービスの低下を招くことなく、利用者の安心も確保できるかどうかを検討

したところ、利用者の負担金額や見守りサービス、栄養面、安全面も同等に確保されることが

わかりましたので、委託先の切りかえを前提に準備を進めている状況です。 

  これにより、現在は１食当たり町が約1,000円の負担であったものが300円と大幅な負担

の軽減となり、年間5,000食ベースでいきますと町の負担金は500万円から150万円となり、

350万円の経費削減となります。 

  次に、５点目のエコリゾートタウン推進事業のエコタウンガイド事業650万円と協議会負

担金200万円の内容と内訳はについてですが、当町のエコへの取り組みは高く評価され、現在

も多くの視察来町者がありますので、新たな観光資源としての活用にも期待ができると考えて

おります。 

  最初に、エコタウンガイド養成事業は、県の緊急雇用事業臨時特例交付金（10分の10）

を活用し事業予定したもので、風力発電、太陽光発電、小水力発電、そして温泉熱発電など一

通りのエコ施設が整備されましたので、これらに自然環境なども加えたエコツアーを計画いた

したものであります。内容は、ガイド２名の養成費用で、人件費、保険料、自動車及び事務機

の借り上げ料となっております。 

  次に、エコリゾートタウン推進協議会負担金ですが、協議会の一般管理費として会議費、

事務費に20万4,000円を予定し、事業費として新エネルギー運営調査委託料、エコリゾート普

及イベント費など179万7,000円を、風力発電事業会計からの全額財源繰り入れにより措置い

たしましました。 

  次に、６点目の津波監視カメラの設置はどこに設置しどのように活用されるのかについて

ですが、８款消防費、１項消防費、４目防災対策費、事業12災害に備えた安全・安心なまち

づくり事業、15節津波監視カメラ設置工事におけるカメラの設置場所につきましては、大川

海岸、北川海岸、熱川海岸、白田または片瀬海岸、稲取港内、志津摩海岸の６カ所に設置する

予定でありますが、詳細な場所につきましては、今後、建設産業課及び海岸の管理者である県

と協議し、適地を選定してまいりたいと考えております。 

  活用の内容ですが、ウエブ上で監視が行えるよう整備し、津波警報、高潮警報、波浪警報

の際、職員、自主防災会及び消防団などが海岸を直接巡回、監視することによる二次被害の防



止及び住民への津波の情報提供をいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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した。 

  １点目の町税減収要因、徴収対策ということに関して今お話を伺いましたので、その旨や

っていただきたいというふうに思います。 

  ２点目の消費税増税に関してということで、地方消費税交付金が4,100万円、昨年に比べ

て増えているという話があると思います。これは県との案分ということで、町にどれぐらい入

ってくるかということの試算で出てきているというふうに私も承知しているところですが、歳

出については、一般会計に関しては消費税を納める必要がないというふうに理解しているんで

すけれども、利用料とか使用料とかそういう町に入ってくるものですね。各種事業における、

今町長からお話しいただきました事業者に対する支払いというものの額が今2,800万円ぐらい

ということが想定されているということです。 

  消費税は大体、社会保障費に充てられるということは一般的に言われていることですし、

それは理解しているところですが、一般会計においても消費税を財源とする事業というものが

この町にあるのかということをちょっとお聞きしたいと思います。一般会計に関して消費税を

財源とするようなものはあるのかということを１点お聞きしたいというふうに思います。 

  ３点目は、今お話を伺ったように、臨時財政対策債というものが非常に重荷になっている

ということで、これから返済する額もあれば、また借り入れというものも出てくるという中で

やっていくということで、それが余り増えていかないようにということなんですよね。 

  ４点目の高齢者等配食サービスに関して、民間のそういう飲食関係のお店を利用されると

いうことに関しては民活という意味で非常に前向きな試みというふうに思いますし、これから

またこの配食サービスというもののニーズが増してくるということが予想されます。その辺の

今後の展開というの、ちょっとお聞きしたい部分でもありますのと、あと、全国にちょっと例

を見ますと、学校給食センター等で配食サービスなどを行っている、あるいはほかの計画があ

るようなところもあると聞きますけれども、その辺のところはどうなのかということをお聞き

したいと思います。 

  ５点目に関しましては、エコリゾートタウン推進事業ということで、エコガイドというこ

とで、今、町で行われています自然エネルギーに関する施設を有効的に使うという試みである

というふうに思うんですけれども、町にもそのエコに関して勉強しているようなグループなん



かもありますので、そういうところにもちょっと声をかけていただくとか、いろいろ一緒に勉

強するとかというようなことも試みていただければというふうに思います。 

  ６点目は、今、町長のほうから災害に備えた安心・安全まちづくり事業が2,000万円ほど

あるという中で、津波監視カメラの設置が1,500万円、ハザードマップが500万円というふう

な話だと思います。 

  この設置場所に関しては、今６カ所ですか、大川、北川、熱川、白田、稲取、志津摩とい

うふうにお聞きしたわけなんですけれども、その設置の場所等は県と相談しながらということ

だったんです。我々委員会でもちょっとその話が出たんですけれども、そのカメラの監視を、

ただ港の中だけにカメラを向けているのでは津波がどうやってきたかというのがわからないん

ではないかというような話がありまして、相模灘の遠くからどのような形で津波が来るかとい

うことを見計らったような設置が必要なのではないかというような話が出ておりました。 

  それで、１点私のほうでちょっと気になったのが、夜間における津波がどうやってきたか

というのが、非常に今の津波監視カメラですとわかりづらいような感じを受けております。暗

くて、ぼーっとしていて波が見えない。最近では赤外線を搭載したような津波監視カメラもあ

るようにお聞きしているんですけれども、その辺のところの設置はいかがかということをお聞

きしたいと思います。 

  また、安心・安全まちづくり事業ということで、ハザードマップを作成するということに

関しては、町内の防災士や災害ボランティアコーディネーター等の意見も、あるいはまた自主

防災組織の区長ですとかの意見をお聞きしていただければと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、消費税に関しましては、さっき言ったように歳入におきまして

は、県のほうは、国のほうは言っていなかったけれども、町は低くみまして県の試算した一定

の額は低い金額の4,100万円を見込みました。そういう中で、国のほうはこれは社会福祉事業

に充てるんだと言っておりますけれども、今回の予算は特化しておりません。いろんなところ

に分配していると考えていただきたい。この消費税に関してはそういう特化はしていない、そ

れは御理解願いたいと思います。 

  次に、高齢者への給食サービスに関しましては、当然これは今後増えてくると思います。

そういう中で、須佐議員が給食センターの活用と、これは当然町も考えております。今、町で

やって、公共でやってからまた民間でやるというか、また再度検討している中で、事務事業レ



ビューのほうでは民間のほうが安いのではないかと言われておりますもので、ここで再度調査

が必要になるわけですね。あとは、その辺のことの活用は当然考えるべきことでありますもの

で、これは検討していきたいと考えております。 

  さらに、エコタウンにおきますと、これは当然幅広く、どういう方向だか予算の審査のと

きに聞いていただければありがたいと思いますけれども、基本的に多くの方に上げるのが基本

ではないですか。ちょっと担当のほうからこの辺のことは説明させます。 

  次に、最後の津波監視カメラに関しましては、まず町民の皆さんには、この津波監視カメ

ラができたといたしましても、大きな地震が来たらまず逃げるということを再認識していただ

いて、津波監視カメラができたから安心だよということは言わないで、何しろ津波監視カメラ

は設置するけれども、大きな地震が来たらまず高台に逃げる、これを町民の方にやっていただ

きたいと思います。 

  そういう中で、今、夜間の赤外線が出ました。今回はちょっと予算的にその赤外線までで

きませんでしたけれども、これは今後、今、須佐議員が言ったことは検討していく価値がある

と思います。何しろこの監視カメラを設置いたしますけれども、大きな地震が来たらまず逃げ

るということを町民の皆さんは頭の中に入れていただきたいと思います。これを設置したこと

によって安心ではないということだけは理解していただきたいと思います。 

  さらに、先ほど白田海岸と、その辺は白田ではなく白田または片瀬海岸の１カ所というこ

とでございますので、御理解願いたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（吉野竹男君） エコガイドの件ですが、ガイドにつきましては、ただいま申

し上げましたような各エコ施設のシステム、それから自然環境、これは要するにジオパークと

かそういう内容なんですが、それらも加えた説明、案内ができることが条件と考えております。 

  先ほどエコに興味を持つグループへの声かけはということなんですが、当然、興味があれ

ば参加をしていただいて結構だと思うんですが、ほかの事例を見ましても、ガイドにつきまし

ては単年度単位ということではありませんで、登録制等により、予約状況によりガイドをして

いくというのが大体の方法というふうに考えておりますので、これらに沿ってガイド養成をし

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） 以上で、１番、須佐さんの大綱質疑を終結いたします。 



  以上をもって平成26年度一般会計予算の大綱質疑を終結いたします。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第15号 平成26年度東伊豆町一般会

計予算については、６人の委員で構成する一般会計予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いたしたいと思います。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15号については、６人の委員

で構成する一般会計予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いたし

ました。 

  お諮りします。ただいま設置されました一般会計予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項の規定により、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、一般会計予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いたしました。 

  ただいま一般会計予算審査特別委員会に付託いたしました議案第15号につきましては、

会議規則第46条第１項の規定により、来る３月６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、一般会計予算審査特別委員会において

来る３月６日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定いたしました。 

 

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

─── 

 

◎日程第２ 議案第１６号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第３ 議案第１７号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第１８号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第１９号 平成２６年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２０号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２１号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計予算 



○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 議案第16号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計

予算、日程第３ 議案第17号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、日程第４ 

議案第18号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第５ 議案第19号 平成26年

度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第６ 議案第20号 平成26年度東伊豆町風力発電

事業特別会計予算、日程第７ 議案第21号 平成26年度東伊豆町水道事業会計予算を一括議

題といたします。 

  これより大綱質疑に入ります。 

  ６番、藤井さんの大綱質疑を許します。 

  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、私は水道事業会計について質問をしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  予算書が示されたわけですけれども、歳出ベースで本年は1.7％の増加だというふうな町

長のお言葉でしたが、これに関しては、事業内容、収入・支出、それから資本的支出、収益、

こういったものが示されているわけです。かなり厳しい内容だというふうなことは町長も施政

方針等で述べられているわけですけれども、その内容がいまいち具体的にわかってこないとい

うことで、その収益等の見通しについてお尋ねしたいと思っているわけです。とりわけ収入の

面に関しましても、昨年度の実績等から比べますとかなりいわば伸びたといいますか、増加を

見込んでいるような内容のものですから、そういったものが一体いかなる根拠に根差すのかな

というようなところもあわせて伺っておきたいと思います。 

  現在、観光客の減少、人口減少、それから昨年の実績でいいますと水源調査の失敗という

ものもあったりしまして、結局、これは水道会計にかなりマイナスな面になっているのかなと

いうふうに思いますけれども、その辺も含めて見通しをお答えいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の平成26年度水道事業の収益見通しについてお答えいたし

ます。 

  水道事業収益は、東日本大震災の影響で、23年度以降、給水収益の減少が続いておりま

す。25年度の大きく落ち込んだ収益状況から、26年度には若干回復することを予想しており



ますが、観光宿泊客数や給水人口が大幅に増加することは見込めないことから、事業収益の低

迷状況は今後も続くものと思われます。 

○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） 昨年度よりは多少伸びるんではないか低迷を続けながらもというふう

な予算内容になっているような感じなんですが、昨年の収益のほうの営業収益、水道事業収益

を見ますと、昨年実績が３億9,892万円ということで約４億円ですね。今年の予算が４億

5,950万円というような内容ですので、これは大ざっぱに言って４億6,000万円で、昨年の実

績が４億円で今年が４億6,000万円の予算を組んでいるということで、いわばこの6,000万円

多くなるみたいな予算の内容ですね、6,058万円でしょうか。 

  しかし、これは例えば水道の供給の給水件数が6,030件となっておりますけれども、人口

減である、あるいは観光客減である。現実には熱川、北川等にありましたホテルなんかも今回

２件ほど倒産したというふうな話も聞いておりますので、かなりこれは増加というわけにいか

ないんではないかと。そういう試算に基づいて立てられている予算なんですけれども、例えば

給水に関しても、金額と同時に給水量も年間311万7,000と、立方メートルで計算しているわ

けですけれども、昨年実績が288万ですから、その差が、23万7,000も本来的には少ない給水

になるんではないかと。今申したように倒産したホテル等も出たりしていますと、実際上は今

年よりも下回る可能性があるんではないか。となりますと、かなり厳しい予算を組まなければ

ならないのに、今言ったような件数、金額、給水の量等々が全部、昨年よりも多くなっている

という点で非常に危惧される予算ではないかと。もう少し実際の予算に近づけないと、補正で

あるとか、あるいは最終的にはこれは赤字の状態になっていくんではないかというふうに考え

られるわけです。 

  その場合、一つには、昨年も行って今年もまた行うんだということで進めている5,000万

円かけた水源の調査ですね。昨年とその前、熱川のほうと稲取のほうでやったけれども、これ

が２回とも失敗だったということで残念な結果なんですが、今年も約5,000万円かけてまた調

査するんだということなんですが、これが万が一、昨年度と同様に出なかったというような結

果になりますと、これは一層、水道会計を逼迫させるようなことになるんではないかと思うん

です。 

  そういった意味で、今回のそういう増えている大きな件数、それから給水量、それから金

額等々が増えるというふうに判断している根拠とか、それから今言った水源調査が万が一失敗



した場合の予算等に占める影響とか、その辺も承りたい。それから、その場合に来年度中に水

道料金等にもはね返ってくるのかどうか、その辺の見通しも承っておきたいなというふうに思

いますので、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） これはほとんど先般の藤井議員の一般質問で大体お答えしてあります

けれども、まず倒産が城東地区で２件、これは、当初予算というのは大体１カ月くらい前から

ここでやっているんですよね。そういう中で、その当時は城東地区の２件はまだ正常にやって

おりました。そういう中で今度は補正を組んだ中で、この当初予算と違った状況になってきま

すもので、補正の中でそういうことは対応していきたいと考えております。 

  さらに、水源調査に関しましては、確かに２回とも大変残念な結果になりました。しかし

ながら、これは今のところで立てますと、30数億円から40億円近くかかります。この水源調

査がうまくいけばもう10億円近く予算が違ってきますもので、確かに町民の血税でございま

すが、水源調査を２回やって残念な結果ですが、もう一回、来年やらせていただきます。 

  そういう中で、今度やるところは専門業者からもある程度お墨つきをいただいております

し、さらに、先般の委員会でもこちらのほうが確率は高いのではないかと言われておりますも

ので、この水が出ることによって、まただめな可能性もあります。出ることによる可能性のほ

うが町民に対する負担は全然軽くなりますので、この5,000万円という金額は確かに一回で大

きいですけれども、長い目で見れば、今の浄水場のところで建設することを考えれば、水が出

たほうが全然町民に対する負担が軽くなりますもので、この当初予算の水源調査はぜひとも議

会の皆さん方にも御理解願いたいと思います。 

  さらに、この予算的な組み合わせでどのように立てたかというのは水道課長より説明させ

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） 給水収益の見通しでございますけれども、今、藤井議員がおっし

ゃいましたように、平成25年度の給水収益につきましてはかなり悪い状況でございました。

この状況につきましては、震災明けで計画停電の影響を受けた平成23年度よりもさらに悪い

状態でございました。このようなことから、26年度は回復をするというよりは前年並みに戻

るであろうという予想を立ててあります。ですから、収益を伸ばすということよりも、もとに

戻れば当然、収益のほうも伸びるということになりますので、そういう考えで一応増収をいた

しました。 



  25年度の給水収益を料金別に見てみますと、悪かったのが１期と２期だけなんですね。

あと残りの３期、４期、今５期まで終わっておりますけれども、この辺はほとんど前年並みで

ございますので、26年度は25年度並みになるだろうと、そういう予測をしております。 

  またさらに、今、水道課に来ております水道使用の開始が、ホテル・旅館の廃業が何件か

ありますけれども、そのうちの１件が既に水道使用開始の手続が完了しております。というこ

とは、近々なのかどうかわかりませんけれども、営業のほうの再開ができるのかなというふう

にも見込んでおります。この辺の旅館関係が２件、一応見通しが出てきております。 

  それともう１件、別荘地内の保養所の閉鎖なども収益の減となっておりますけれども、こ

の辺も、別荘地内の事務所からちょっと聞いた話ですと、一応２件について売買がもう行われ

たということでありますので、この辺もうまくいけば再開が行われるのではないかなというこ

とで、この辺を総合的に見て一応前年並みになるのではということで収益を少し伸ばしました。 

  それから、水源調査の件でございますけれども、奈良本、稲取の２カ所が失敗というお話

でしたけれども、ボーリング調査を行っておりますのは稲取地区１カ所でございます。奈良本

地区につきましては試掘調査を行っておりませんので、今回、試掘調査を行ったのは稲取地区

１件ということでございますので、御理解をお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、６番、藤井さんの大綱質疑を終結いたします。 

  次に、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） それでは、私は今回、一般会計が担当でございますので、特別会計

のほうの大綱質疑をさせていただきます。いろいろ会計のある中で最も関心の高い介護保険特

別会計についてお尋ねをしたいと思います。 

  今回、介護保険予算の約2.2％というこの地域支援事業費が2,823万3,000円でございます

けれども、この事業の中には介護予防事業、包括的支援事業、またほかの事業等もございます

が、特に今申し上げた２点について、今回、力点を置いた事業についての取り組みとそれから

特徴についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の介護保険特別会計についての御質問にお答えいたします。 



  介護予防事業と包括的支援事業の特に力点を置く事業についての取り組み、特徴につきま

しては、１次予防事業全教室参加者に新年度より実施する自立体力全国検定を受けていただく

ことにより、みずからの体力の現状と課題を評価していきます。また、認知症予防教室を１教

室増やし２教室といたします。 

  次に、包括的支援事業につきましては、個々の実情に応じた包括ケアを実践するため、包

括ケア会議におけるケース会議の充実を図ることにより多職種による具体的な支援ができるも

のと考えております。また、町民の皆様に認知症をより理解していただくために、認知症サポ

ーター養成講座のさらなる拡充と、安心見守りネットワークにおける協力機関勉強会、並びに

町民講座の開催、さらには新たに模擬徘回者捜索訓練の計画をしております。 

○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） 今回、介護保険事業計画の中の５期ということで、24、25、26年

の３カ年の最後の事業の取り組みかというふうに思います。当然、保険料も、それぞれの利用

に伴うところの実績ということでの保険料が徴収されるわけですけれども、少々懸念するとこ

ろもあるのは、そういう事業をやっても思うように人が集まってこないというところが担当の

悩みではないかなというふうに思います。一生懸命いろんなことで取り組んでいただいている

ということで評価をさせていただきたいと思います。 

  その点、今後、やはり身近な人たちをいかにそういう行事に参加させていくかということ

は私たち議員の仕事でもあるのかなと思うんですけれども、口コミでどんどんこういうことが

あるから行かないですかというお誘いをして、せっかく用をつけて予算事業が行われる事業に、

大勢の皆さんに来ていただくということの大切さ、さらに、その内容についてケーブルテレビ

等でも頻繁に再放送を流しながら、そこには行けなくてもテレビをちょっと見たときに、あっ、

これはと思うような、そういう取り組みがされていけば、数字としては上がってこないかもし

れないけれども、町民全体でそういうテレビを通した形の意識改革というものも、啓蒙という

ものも進んでいくということを期待したいところでございます。 

  この事業計画をずっとひもときながら、高齢者の皆さんが今どんなことに参加しているの

かという、そういう実績等を見ますと、やはり地域活動への参加状況の中のトップが老人クラ

ブ活動ということで35.7％、あとは祭りとか行事ということで33.2％なんですが、そういう

意味では老人クラブの充実というようなこと、そして私も１年かけて東町の老人クラブ、今、

老人クラブと申しませんで、シニアクラブ、くれぐれもシニアクラブと言っていただかないと



会員が増えないものですから、そういうことで、その内容は、カラオケは楽しくていいんです

けれども、そこにまた一工夫、認知症の啓発もさることながら運動療法も取り入れたり、それ

から食事療法なども取り入れた形で、どんどんその内容でもっと人を派遣をしていただければ

なと。極力そういうメニューなども用意をしておいてくだされば、ちょっとそれをチョイスし

ながら、今回これでやろうかなというようなことにもなろうかと思います。 

  そういう意味で、介護予防ということの難しさ、そしてまたマンパワーが本当に必要にな

っていきますのでその養成等、今後も事業執行に当たりましてはそういう有効な活用、そして

また取り組みを期待するところでございます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、居山議員の言われた教室への参加者、これはもう懸案事項という

か、確かに教室の数が多くてもその参加する人が少ない、またさらには固定化してしまう、や

はりこれが問題だと思うので、これはまた原課と相談した中でいい方向でいきたいと思います。 

  さらに、今テレビを通じての、これはハイキャットさんにお願いした中で、やはりキンメ

の踊りとかをやっていれば皆さん見た中で覚えていきますもので、これは一つの提案としてい

い提案だと思います。これはまた早くやらすようにしたい。 

  さらに、シニアクラブへの派遣、これは国保運営協議会におきましても居山議員から提案

されましたもので、これは原課で要請がある場合にやっていきたいし、さらに今まで既に区の

総会とかそういうふうな積極的に進んで行っておりますもので、そういう中で、今シニアクラ

ブのことも言われましたもので、要請があれば行きますし、またそういうところに積極的に声

がけはしていきたい、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。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、12番、居山さんの大綱質疑を終結いたします。 

  以上をもって平成26年度特別会計予算の大綱質疑を終結します。 

  お諮りします。議案第16号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算から議案第

21号 平成26年度東伊豆町水道事業会計予算までは、６人の委員で構成する特別会計予算審

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） 御異議なしと認めます。よって、議案第16号から議案第21号までは

６人の委員で構成する特別会計予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予算審査特別委員会の委員の選任につき

ましては、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に指名

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、特別会計予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定いたしました。 

  ただいま特別会計予算審査特別委員会に付託いたしました議案第16号から議案第21号ま

でにつきましては、会議規則第46条第１項の規定により、来る３月６日までに審査を終え、

報告できます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、特別会計予算審査特別委員会におい

て来る３月６日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定いたしました。 

  なお、委員会室といたしまして、一般会計予算審査特別委員会には大会議室を、特別会計

予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、２月26日から３月５日までの８日間を休会した

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。したがって、２月26日から３月５日までの８

日間を休会とすることに決定いたしました。予算審査特別委員会を開き、付託案件の審査をお

願いいたします。 

  来る３月６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。 

 

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

─── 

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでございました。 



 

散会 午後 １時４９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26年東伊豆町議会第１回定例会第15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 議会運営委員長報告 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議会運営委員長報告についてを議題とします。 

  本件について、議会運営委員長の報告を求めます。 

  13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆さん、おはようございます。 

  議長より付託を受けた事件について、議会運営委員会から報告をいたします。 

  ２月21日の12番、居山議員の一般質問の発言内容につきましては、議会運営委員会で調

査した結果、お手元に配付されております報告書のとおり、一部不適切な発言があるものと認

めましたので、御報告をいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、議会運営委員長報告を終了します。 



 

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

─── 

 

◎日程第２ 議案第１５号 平成２６年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 議案第15号 平成26年度東伊豆町一般会計予算を議題と

します。 

  一般会計予算審査特別委員長の報告を求めます。 

  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、報告いたします。 

  平成26年３月６日。東伊豆町議会議長 鈴木勉様。一般会計予算審査特別委員会委員長

藤井廣明。 

  一般会計予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。 

  議案第15号 平成26年度東伊豆町一般会計予算。 

  審査の結果、原案可決。 

  一般会計予算審査特別委員会に付託された議案第15号 平成26年度東伊豆町一般会計予

算歳入歳出全部について、質疑の対象となったものを重点的に報告します。 

  第１、会議回数、月日、場所、出欠席委員。 

  第１回、２月25日、役場４階大会議室。 

  出席委員、２番、内山愼一君、６番、藤井廣明、７番、栗田成一君、10番、鈴木勉君、

12番、居山信子君、13番、定居利子君。 

  欠席委員、なし。 

  説明のために出席した者の職氏名。 

  記載のとおりですので、以下省略させていただきます。 

  第２、質疑の要旨。 



  歳入。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  １款町税。 

  ①町民税の個人と法人の積算根拠はとの質疑に、個人町民税は25年度の決算見込み額の

２％減とし、収納率を普通徴収で91％、特別徴収で99.5％で計上した。法人については、均

等割が564社、5,756万9,000円で、税割額で2,914万1,000円、収納率を97％で積算したものと

の答弁があった。 

  25年度と比較し、個人は収入が増加し、法人は減収していると考えるがどうかとの質疑

に、個人町民税の増は、例年予想総所得の３％減を２％減で計上したためで、法人の均等割は

会社数が増にはなっているが、税割額が前年度より落ち込んでいるので減額し、計上をした。

また、アベノミクスの影響による収入への見込みは計上されているかとの質疑には、地方への

影響はまだないと考えているので、今回の予算には特に反映していないとの答弁があった。 

  ②固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税の課税数は何件あるのかの質疑に、固定資

産税は１万500人、軽自動車税は5,663台、たばこ税は１級品で2,364万9,000本、３級品89万

1,000本、入湯税は90万人で課税し、入湯税の納税事業所数は稲取地区20件、熱川地区55件で

あるとの答弁があった。 

  ５款株式譲渡所得割交付金。 

  株式等譲渡所得割交付金の内容はとの質疑に、株式等の譲渡に関する所得に対して県に納

められた株式等譲渡所得割収入金の64.6％が交付されるとの答弁があった。 

  10款地方交付税。 

  地方交付税が前年と同額だが内容はとの質疑に、交付税は数多くの費目によって算定され

ている。まず、減額の要因として国の予算総額1.5％、合併市町に対する新たな加算項目の追

加、包括算定経費の一律6.5％の減などがある。一方、増額要因として、町税の減額、臨時財

政対策債の元金償還開始に伴う増、高齢者福祉費や保健福祉費の増などが見込まれ、それらを

総合的に見た上で予算計上したとの答弁があった。 

  12款分担金及び負担金。 

  ①老人ホーム入所者徴収金383万円の内容はとの質疑に、賀茂老人ホーム入所者11名のう

ち９名からの徴収金で、前年度所得により徴収額が改定されるので金額変更がある。また、２

名の未徴収者は生活保護者であり、利用者負担はないとの答弁があった。 

  14款国庫支出金。 



  ①児童手当の対象者と負担金の内容はとの質疑に、対象者は1,162人である。３歳までと

小学生、中学生、その第１子、２子、３子などで給付額が変わり、１万5,000円と１万円に分

かれる。また、社会保険と国保でも負担率が違うとの答弁があった。 

  ②子育て世帯臨時特例給付金の内容はとの質疑に、消費税が８％に上がることに対して、

子育て世帯に対して負担を軽減するため、１万円を１回だけ交付するものであるとの答弁があ

った。 

  15款県支出金。 

  ①放課後児童健全育成事業等補助金の内容はとの質疑に、基本額、日数加算、長時間加算

の合計に３分の２を掛けたものであるとの答弁があった。また、２クラブの入所者と定員はと

の質疑に、熱川が23人、稲取が22人を予定している。定員はそれぞれ40人であるとの答弁が

あった。 

  ②地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金69万2,000円の内容はとの質疑に、ゲートキー

パー等を養成する人材養成事業、こころの健康づくりに関する講演会及び普及啓発のチラシに

係る普及啓発事業、患者会、家族の実施に関する強化モデル事業の３事業についての補助率

10分の10の事業であるとの答弁があった。 

  ③商工費県補助金の予算額が前年度に比べ、大幅に減っている要因はとの質疑に、商工費

県補助金のうち、観光費補助金は前年度に細野高原観光施設整備事業や稲取漁港公園整備事業

等の大型事業があったことによる大幅な減、さらに商工費補助金では前年度は３事業あった緊

急雇用創出事業が１事業に減ったことによる減が要因であるとの答弁があった。 

  ④ＴＯＵＫＡＩ－０総合支援事業費補助金634万1,000円の内訳はとの質疑に、わが家の

専門家診断事業で20件、木造住宅補強計画策定事業で３件、木造住宅耐震補強助成事業で３

件、耐震診断義務化特定建築物で３件を見込んで予算計上しているとの答弁があった。 

  ⑤スーパー食育スクール事業委託金200万円の内容はとの質疑に、幼小中高、地域との連

携を強化してスポーツと食の関係に特化し食育活動を科学的に検証し、当町を対象にモデル的

に実施する事業であるとの答弁があった。 

  20款諸収入。 

  ①介護予防事業徴収金の内容はとの質疑に、プール利用料は介護予防拠点プールの一般開

放時に利用者から徴収する料金である。実績に基づき月額20万円を見込み240万円計上してい

る。プール利用者については１カ月400名を、健康増進事業は115名を見込んでいるとの答弁

があった。 



  ②公共施設省エネルギー機器導入助成金の内容はとの質疑に、一昨年から実施している役

場庁舎省エネ照明設備の改修に対する助成金であるとの答弁があった。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①保育所・保育ママ保険料滞納繰越分について。 

  ②避難所等太陽光発電設備導入推進事業費補助金の内容について。 

  ③社会福祉費補助金の補助率について。 

  ④生活排水改善対策推進事業費補助金について。 

  ⑤加森観光貸付金について。 

  ⑥風力発電事業特別会計繰入金について。 

  歳出。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ２款総務費。 

  ①細野高原維持管理事業補助金230万円の内訳はとの質疑に、200万円は山焼き、30万円

は入谷区の育林事業に対する補助金であるとの答弁があった。 

  ②交流・定住促進事業委託料の100万円の内容はとの質疑に、商工会に委託しているＵ・

Ｊ・Ｉターン促進のため、東京で就職説明会を実施している内容であるとの答弁があった。 

  ③街路灯新設工事40万円については区からの要望により新設工事を行うもので、ＬＥＤ

化する予定であるとの答弁があった。 

  ④地球温暖化対策事業として5,995万5,000円計上されている内容はとの質疑に、図書館

と消防署に太陽光発電システムを設置するための委託料と工事費で５千数百万円、住宅用太陽

光発電システム設置のための補助金が200万円。アースキッズ事業の41万5,000円は子供の数

により若干増額し、エコリゾートタウン推進事業は地球温暖化対策とエコリゾートタウン推進

の事業内容であるとの答弁があった。 

  ⑤共通番号制度の予算措置についてはとの質疑に、平成27年度からの開始予定で、電算

システムについては平成26年度予算から対応していく部分もあるとの答弁があった。 

  ３款民生費。 

  ①重度心身障害者（児）タクシー等利用助成事業の内容はとの質疑に、身体障害者にタク

シー券、またはガソリン券を配布する。タクシー券は24枚、ガソリン券は10リッター券を12

枚配布する。対象者は345人を見込んでいるとの答弁があった。 

  ②高齢者等緊急通報システム整備工事でシステム設置の予定人数はとの質疑に、現在利用



者は80人ほどいるが、新年度は申請に基づきその都度処理をしていくとの答弁があった。 

  ③高齢者等配食サービス事業委託料の内容はとの質疑に、現在利用者が35人おり、町の

負担が1,000円、利用者が300円である。今まで社会福祉協議会に委託していたが、民間の業

者との契約により昨年度より350万円の削減になった。町300円、本人が294円になるとの答弁

があった。 

  ④臨時福祉給付金給付事業及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業の内容はとの質疑に、

消費税が５％から８％に上がることにより臨時的な措置として給付するものである。臨時福祉

給付については非課税者に１万円と公的年金受給者に5,000円、子育て世帯は平成26年１月時

点で児童手当を受給している者に１万円が支給されるとの答弁があった。 

  ⑤お塚児童遊園雨水対策工事の内容はとの質疑に、公園の敷地内にたまった雨水が近隣の

住宅に流れ込むため西区から要望されていたもので、園内の地中に排水溝を埋設し、水の流れ

る方向を変えるものであるとの答弁があった。 

  ⑥新生児出生支援事業の祝い金の金額と何人程度を見込んでいるかの質疑に、１人当たり

５万円で70人分計上している。母子手帳の発行数を見ると、多少の上乗せが見込まれるとの

答弁があった。 

  ⑦保育士等処遇改善臨時特例事業補助金の内容はとの質疑に、保育士の確保を目的に処遇

改善として、給与の一時金を支給するよう稲取保育園に補助金を交付するものであるとの答弁

があった。 

  ４款衛生費。 

  ①インフルエンザ予防接種委託料と高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料の内容は、また、

何名を見込んでいるかの質疑に、インフルエンザは65歳以上の人口に過去の平均接種率49％

を乗じた2,641人で、肺炎球菌ワクチンは90人を見込んでいる。また、インフルエンザ予防接

種は65歳以上が対象であるとの答弁があった。 

  ②がん検診の委託料について受診率は伸びているかの質疑に、子宮がん検診は25年度が

24.4％で若干伸びている。胃がん検診は25年度が19％で微増、肺がん検診は25年度が37.6％

で４％ほど増加している。乳がん検診は25年度が30.2％で若干の増となっているとの答弁が

あった。 

  ③東河環境センター分担金３億8,719万9,000円の内容はとの質疑に、29年度よりの大規

模改修に向けての長寿命化対策工事に係る生活環境影響調査業務委託料、長寿命化事業基本設

計業務委託料、長寿命化計画策定業務委託料などで、前年度と比べ132万9,000円の増額とな



っているとの答弁があった。 

  ５款農林水産業費。 

  ①農業振興費補助金の内訳はとの質疑に、東伊豆町農業経営振興会に対して241万2,000

円、同じく東伊豆町農業経営振興会の新品種導入事業に対して61万2,000円、伊豆太陽農業組

合が取りまとめている４事業に対して59万3,000円、農業経営振興会後継者部会が行う食育活

動事業に対して10万円、同じく振興会後継者部会が行う耕作放棄地対策事業に対して30万円

の補助金の交付となるとの答弁があった。 

  ②けやき公園維持管理事業の内容はとの質疑に、足湯棟の管理が222万5,000円で大部分

を占めている。ほかには公園内の草刈りや剪定等の維持管理、その他施設維持に係る経費が計

上されている。足湯棟の管理はきぼうの館指定管理者の花もも企画に業務委託しており、年間

313日間、９時から16時まで管理しているとの答弁があった。 

  ③稲取高原維持管理事業の管理範囲についての質疑に、ふれあいの森、花の咲く丘公園、

クロスカントリーコーススタート地点からツリーハウスがある周辺の芝生広場、風力発電施設

の３号機から浅間山の展望台までの遊歩道などである。これらは維持管理の効率化の観点から、

平成24年度まで各課管理されたものが平成25年度より建設産業課の農林水産部門で一元管理

されるようになったとの答弁があった。 

  ④稲取漁港巻上機補助金の内容はとの質疑に、稲取漁港に設置されている巻き上げ機の費

用で町が全額負担するとの答弁があった。 

  ６款商工費。 

  ①熱川温泉石曳き道灌まつりの内容はとの質疑に、昨年の７月の熱川温泉海上花火大会の

前夜祭として実施した。26年度は花火の打ち上げを加えて９月に実施する。なお、県振興協

会から３分の２の補助を受けるものであるとの答弁があった。 

  ②細野高原イベントの事業内容はとの質疑に、細野高原すすきイベントは知られざる絶景

散歩、青空市、フォトコンテスト等を予定しており、さらに事業費の主なものとしては、シャ

トルバス運行委託料、イベント広場から三筋下駐車場までのタクシー運行委託料、イベント広

場宣伝料、駐車場警備員及び道路警備員雇人料等であるとの答弁があった。 

  ③雛のつるし飾りイベント事業費補助金の事業内容はとの質疑に、25年度に引き続き素

盞鳴神社のひな段飾りイベントへの補助である。県振興協会から地域コミュニティー活性化事

業として３分の２の補助を受けて実施するとの答弁があった。 

  ７款土木費。 



  ①急傾斜地崩壊対策事業地元負担金の工事箇所は、また、この事業は継続事業かの質疑に、

工事箇所については片瀬山下地区の森彦商店から龍豊院までの区間である。この事業は継続事

業で平成26年度で事業を終了するとの答弁があった。 

  ②道路新設改良事業の用地取得費と立木等補償費の対象はどこかの質疑に、用地取得費は

入谷天城１号線の用地取得２件分と湯ケ岡赤川線の用地取得費である。また、立木等補償費は

入谷天城１号線の２件分の主にミカンの木等の補償費であるとの答弁があった。 

  ８款消防費。 

  ①職員研修教育事業の内容はとの質疑に、静岡県消防学校への入校予定として初任科、中

級幹部科及び火災調査科へ各１名、救急科へ２名を予定している。また、救急救命士の養成１

名を予定している。現在、救急救命士の資格取得者数は10名であるとの答弁があった。 

  ②建築物耐震診断事業費補助金1,708万7,000円の内容はとの質疑に、昭和56年以前の建

築物で３階以上かつ5,000㎡以上のホテル・旅館等のうち、耐震診断が義務づけられた特定建

築物が対象で、その耐震診断に係る費用の補助金で３件分を予算計上したとの答弁があった。 

  ９款教育費。 

  ①語学指導委託事業の実施人員は何人かとの質疑に、２名の女性の方で実施する。１名は

幼小、１名は小中学校を担当するとの答弁があった。 

  ②育英奨学金貸付金は何名分の予算計上か、また、25年度の貸付実績は何名か、制度的

に古くなって貸付金額等検討が必要ではないかとの質疑に、24年度と25年度の貸付実績はな

く、26年度は大学入学３名、短大入学１名分の予算を計上しているとの答弁があった。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①地域生活支援事業について。 

  ②子ども未来支援事業について。 

  ③相互乗り入れ委託料について。 

  ④保健師活動推進事業の内容について。 

  ⑤産業関係舗装用生コン代について。 

  ⑥鳥獣対策事業について。 

  ⑦松くい虫等防除事業委託料について。 

  ⑧伊豆漁協稲取支所漁業振興費補助金について。 

  ⑨産業団体連絡会補助金について。 

  ⑩生垣づくり補助金について。 



  ⑪地域防災計画等策定事業について。 

  ⑫防災施設等整備事業の内容について。 

  ⑬防災組織等育成事業の内容について。 

  ⑭津波監視カメラ設置工事について。 

  ⑮ことばの教室講師謝礼について。 

  ⑯小中学校屋内運動場等落下防止対策事業について。 

  ⑰中学校費の桜伐採工事の内容について。 

  ⑱ふるさと学級活動事業について。 

  ⑲図書館システム保守点検委託料について。 

  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可決すべきものと決定し

たことを報告いたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより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。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 大変よくできた予算の説明報告だったと思うんですけれども、総務

課長の上程理由の説明書としては大変よくわかるんですが、議員の皆さんがその内訳や内容を

聞いた上で、その予算の使い方で、もっと増額しろとか、減額しろとか、こうしたほうがいい

んじゃないかという議員の皆さんの意見というものが、全然見えてこないんですが、審議とし

てそういう御意見はなかったんでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） ただいまの質問なんですが、非常に活発に当委員会では細かいところ

に至るまでわたって審議いたしました。その結果、先ほどの例えば奨学金等についてもっと増

額すべきではないかとか幾つかの提案もありましたが、今回は附帯意見とかそういう意見とい

うふうな形でつけるほどのものはないということでございましたので、以上のとおりの報告で

ございます。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 今説明されたように、奨学金のところでは増額すべきじゃないかと

いう意見があるのは確かです。それ以外のところはこの内容は何か、内訳は何かという説明で

終わっているんだと思うんですよ。そうすると、我々は特別委員会の皆さんに審議をお願いを

したと、それはだからその予算の使い方が正しいのか正しくないのか、適切でか、多いのか少

ないのか、そういう意見がやっぱりもっと出てきていいんじゃないかと。これでは総務課長の



説明書の説明資料にしかなっていないんじゃないかと。もう少しこの予算の使い方をしたとき

に町民生活がよくなるよとか、これじゃ足りないよとかという意見が議員の皆さんからあって

しかるべきじゃないかなと。内訳と説明に終わっていたのでは審議に値しないのではないかと、

私はちょっとそういうふうに感じましたけれども。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） 先ほど答弁したとおり、かなり突っ込んだ議論と、それからわからな

いところはわからない、それから意見を言うべきところはかなり言ったとおりでございます。

そして、これは一般の質問とは違いますので、自分はこうしたいとかああしたいとかいうふう

なことは極力避けて、そういう内容ではなくて数字、予算書に基づいて審議しましたのでこの

ような結果となりましたので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 審議というのは、やっぱりこういう意見があったけれども、これは

こういう当局の説明があったということを通じて、初めて当局の基本的な予算執行の考え方も

わかるんだと思うんですよ。これでは100万円なら100万円をこう使いますという説明的な資

料で総務課長の補足資料ぐらいにしかなっていないと思うんですよ。議論があったとしたら、

こういう意見があったけれども当局はそういう考え方でない、こういう使い方をするという考

えだよということの議論があれば議員の皆さんのその意見というものもわかるし、当局のこの

予算執行に対する基本的な考え方というのもそういう質疑のやりとりを通じてわかると思うん

だけれども、内訳と内容を聞いたというその表記だけでは質疑を審議をしたというこの実態が

この報告書に出てきていないんじゃないかと。もしちゃんとあるならば、本当はそういうとこ

ろをちゃんと表記していただくというのが大変お手間になるとは思うんですけれども、必要で

はないかなと。そうしないと審議、何が議論されたのかというのがわからない。この使い方は

何かということを聞いただけで終わっているんじゃないかというふうに私はこの報告書では思

えるんで、奨学金のところ以外にそういう発言がないですよね。説明は何か、内訳は何かとい

う記述しかないので、もしあったとしたらやっぱりしっかりその点は１人の意見であってもそ

れを通じて当局の予算執行に対する考え方が出てくるわけだから、しっかり記入すべきは文章

として残していただく必要が私はあるんだと思うんで、それは考え方の違いかもしれませんけ

れども、これでは説明資料にしかならないと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） これは１点だけということでなくて、質疑の対象となった事項を多々



記入してございますけれども、このような形で十分に意見も言ったつもりです。自分たちが附

帯意見というような形では出さなかったけれども、その都度十分な審議をし、また、当局に要

望するところは要望したということでこのような内容になりましたので、よろしく皆さん御審

議いただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

（何事か言う人あり） 

○議長（鈴木 勉君） 12番さんは一般会計の審査員ですから、許可はできません。 

  ほかに質疑ありますか。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15号 平成26年度東伊豆町一般会

計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決するものでございます。本案は、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、議案第15号 平成26年度東伊豆町一

般会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

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

─── 

 

◎日程第３ 議案第１６号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第４ 議案第１７号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第５ 議案第１８号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第６ 議案第１９号 平成２６年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２０号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第８ 議案第２１号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計予算 



○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 議案第16号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計

予算から、日程第８ 議案第21号 平成26年度東伊豆町水道事業会計予算まで、以上６件を

一括議題といたします。 

  特別会計予算審査特別委員長の報告を求めます。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは、私のほうから特別会計の報告をさせていただきます。 

  平成26年３月６日。東伊豆町議会議長 鈴木勉様。特別会計予算審査特別委員会委員長

村木脩。 

  特別会計予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。 

  事件の件名・番号、審査の結果。 

  議案第16号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算、原案可決。議案第17号 

平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、原案可決。議案第18号 平成26年度東伊

豆町介護保険特別会計予算、原案可決。議案第19号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会

計予算、原案可決。議案第20号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算、原案可決。

議案第21号 平成26年度東伊豆町水道事業会計予算、原案可決。 

  １ページをごらんください。 

  特別会計予算審査特別委員会に付託された、１、議案第16号 平成26年度東伊豆町国民

健康保険特別会計予算、２、議案第17号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、

３、議案第18号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計予算、４、議案第19号 平成26年度

東伊豆町稲取財産区特別会計予算、５、議案第20号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別

会計予算、６、議案第21号 平成26年度東伊豆町水道事業会計予算について、質疑の対象と

なった主な事項を重点的に報告をいたします。 

  第１、会議回数、月日、場所、出欠席委員は、以下、記載のとおりですので朗読は割愛を

させていただきます。 

  ３ページをお開きください。 

  第２、質疑の要旨。 



  １、平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算。 

  （１）平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算概要について。 

  平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計の予算総額は、21億5,453万3,000円で、平成

25年度当初予算に比べて3,410万2,000円（1.56％）の減となっている。 

  歳入。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①国民健康保険税が前年度対比149万1,000円減の内容は。 

  主に現年度分では被保険者数が減少しておりそれを見込んでいる。前年度対比で被保険者

数は国保加入、国保脱退を含めトータル125人減であるとの答弁があった。 

  ②徴収率は調定額の何％で予算措置をしたのか。 

  現年度分で一般90％、退職92％、滞納繰越分で一般15％、退職13％を見込んだとの答弁

があった。 

  ③療養給付費交付金が1,780万4,000円増加しているが、要因は。 

  この交付金は退職被保険者の医療費が対象で、国民健康保険税を除いたものがおおむね交

付される。退職被保険者の該当者が250名から280名であり、少数の被保険者でも高額な医療

費が発生した場合、交付金額の増減額に影響がある。また、退職者医療制度は平成26年度で

なくなる予定であるとの答弁があった。 

  ④９款繰入金の中で、一般会計繰入金が915万9,000円減となっている要因は。 

  主に保険基盤安定繰入金と保険財政安定化支援事業繰入金の減による。保険基盤安定繰入

金（602万9,000円減）は、被保険者数の減とそれに伴う軽減世帯の減少、保険財政安定化支

援事業繰入金（308万5,000円減）は軽減世帯の減少や繰入金計算式の中の補正係数が下がっ

たことによるとの答弁があった。 

  ４ページをお開きください。 

  ⑤国民健康保険税率の改正について考えているか。 

  国民健康保険財政は厳しい状況には変わりがない。医療費の50％が国県の療養給付費負

担金や調整交付金で賄われる（収入）となる予定であるが、特に調整交付金が国県の予算内の

支出となるため満額とはならず、予算が非常に立てにくいとの答弁があった。 

  その他質疑の対象となった事項。 

  ①一般被保険者第三者納付金について。 

  ②国民健康保険税における介護納付金の内容について。 



  ③国民健康保険税の時効について。 

  歳出。 

  （３）主な質疑の対象となった事項。 

  ①１款総務費の趣旨普及費が10万円増加している要因は。 

  ジェネリック医薬品希望カードを10月の保険証交換時に全被保険者に配布する予定であ

る。平成24年度に配布したが、２年経過したため本年度配布予定であるとの答弁があった。 

  ②ジェネリック医薬品希望カードはＴＰＰの関係で使えなくなるのではないか。対策は。 

  平成25年12月診療分のジェネリック医薬品希望カードの利用率は29.6％くらいである。

利用率が進んでいないせいか苦情等は余り聞いていないとの答弁があった。 

  ③２款保険給付費の高額療養費の内容だが、一般被保険者は1,335万9,000円の減少、退

職被保険者は184万8,000円増加の要因は。 

  平成25年度のこれまでの実績によって積算をした。平成20年度以降、一般被保険者は毎

年増加しているが本年度は減少している。退職被保険者は、平成23年度が1,516万9,905円で

あったが、平成24年度は695万9,596円と半減した、 

  退職は、被保険者が少ないので高額の内容により増減幅が大きいとの答弁があった。 

  ５ページをお開きください。 

  ④８款保健事業費の特定健診検査事業費が250万円ほど減になっている理由は。また、特

定健診受診率等の状況は。 

  健診受診率の実績による予算減額であるが、健診回数は昨年並みの21回である。 

  受診率等の状況は、平成24年度は31.6％。25年度は確定していないが、30.6％程度であ

る。受診率向上のために、保健師が各区総会等で受診率向上のためのお願いをしたり、ハイキ

ャット等でＰＲをしている。また、人間ドック受診に対して補助金を毎年140名程度に出して

結果等を提出してもらっているが、受診率が思うように伸びないとの答弁があった。 

  その他質疑の対象となった事項。 

  ①保険給付費の出産育児一時金について。 

  ②保健事業費の内容について。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と、全会一致で原案を可決すべきものと決定

したことを報告します。 

  ６ページをお開きください。 

  ２、平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算。 



  （１）平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算概要について。 

  平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計の予算総額は、１億4,534万7,000円で、平

成25年度当初予算に比べて415万6,000円（2.94％）の増となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①歳入の３款繰入金の中で、保険基盤安定繰入金の内容は。 

  保険料軽減額のうち県が４分の３、町が４分の１を負担し、一般会計から繰り入れる内容

であるとの答弁があった。 

  ②歳出の１款後期高齢者医療広域連合納付金の内容は。 

  収入のうち保険料の督促手数料は町の一般会計に繰り出され、その他は後期高齢者医療広

域連合に納付される。また、広域連合でも一般会計と特別会計に分かれていて、内容によって

区別されているとの答弁があった。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と、全会一致で原案を可決すべきものと決定

したことを報告します。 

  ７ページをごらんください。 

  ３、平成26年度東伊豆町介護保険特別会計予算。 

  （１）平成26年度東伊豆町介護保険特別会計予算概要について。 

  平成26年度東伊豆町介護保険特別会計の予算総額は、12億7,230万1,000円で、平成25年

度当初予算総額に比べ2,976万2,000円（2.4％）の増となっている。 

  歳入。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①保険料に特別徴収と普通徴収があるが、滞納状況は。 

  普通徴収の収納率は24年度決算で79.5％だったが、25年度は26年１月現在67.9％になっ

ており、昨年同月は65.2％だったため、昨年並みか80％程度を見込んでいる。 

  普通徴収の割合は県内でも高いほうになっているとの答弁があった。 

  ②今後普通徴収者が増加し、分割納付者や滞納者が増加するのではないか。 

  年金をもらっている団塊の世代が特徴に移行しているため、普通徴収者はそれほど増加し

ていない。未納者には夜間徴収等を行っているとの答弁があった。 

  ③雑入の内訳は。 

  その他雑入の５万円は65歳以下の生活保護者の認定審査費用10人分である。介護予防運

動指導利用者負担金は、今年度から一次予防教室で実施する自立体力検定手数料で１人550円



である。歩行能力などのテストを実施し、自身の体力年齢を検定評価していくものであるとの

答弁があった。 

  その他質疑の対象となった事項。 

  ①一次予防教室の対象者数及び出席見込み数について。 

  ②財政安定化基金支出金について。 

  ③交付金と貸付金の違いについて。 

  ８ページをお開きください。 

  歳出。 

  （３）主な質疑の対象となった事項。 

  ①保険給付費は毎年増加していくと思うが、居宅、地域密着、施設ごとにサービスを受け

ている人の数は。また、給付金額は。 

  26年１月現在で居宅442名、地域密着34名、施設99名である。 

  給付金額は、24年度決算で１人当たり月額、居宅で14万6,300円、地域密着型で16万

7,800円、施設で26万5,700円、ただし、食費居住費も含めると29万6,500円であるとの答弁が

あった。 

  ②今後保険料が上がることが見込まれるが、国県の助成はどのようになっているか。 

  保険料は今後上がると見込まれるが、助成は公費50％で、そのうちおよそ国が25％、県

町がそれぞれ12.5％を見ているとの答弁があった。 

  ③保険料の上限は定まっているのか。また、徴収回数は。 

  上限はない。各市町で保険料を決めることになっている。県内では高いところで標準月額

5,300円というところがあり、平均は4,714円で当町は4,370円になっている。 

  徴収回数は特別徴収が年６回、普通徴収が年９回である。給付費の21％を市町の保険料

で賄うことになっているとの答弁があった。 

  その他質疑の対象となった事項。 

  ①制度改正による要支援者へのサービス事業について。 

  ②主治医意見書料の１件当たりの単価について。 

  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可決すべきものと決定し

たことを報告します。 

  ９ページをごらんください。 

  ４、平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算。 



  （１）平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算概要について。 

  平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計の予算総額は、111万2,000円で、平成25年度当

初予算総額に比べて14万1,000円（11.25％）の減となった。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①歳入については、天草の収入が重要と思うが、現在１そうのみの操業と聞いている。増

やしていくことを考えなくてはならないと思うが方策は。 

  天草の操業については、確かに１そうのみのため、平成25年度に３回開催された幹事会

の中で漁協関係委員に検討をお願いしているが、「難しい面もあるが前向きに考えたい」との

返事はもらっている。現操業者も高齢なため、数を増やすのみでなく、操業方法を変更するな

ど考えられないかお願いしている。ただし、法律的に難しい面もあるとの答弁があった。 

  ②むかい庵の貸付料80万円の契約更新はいつの時期となっているか。 

  土地貸付料契約の件は、平成27年10月までの契約となっているとの答弁があった。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と、全会一致で原案を可決すべきものと決定

したことを報告します。 

  10ページをお開きください。 

  ５、平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算。 

  （１）平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算概要について。 

  平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計の予算総額は、8,051万1,000円で、平成25年

度当初予算総額に比べて220万円（2.81％）の増となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①消費税増税によって、売電単価はどのくらいになるのか。 

  ４月からの消費税増税により単価は20.01円となり契約が交わされる。 

  参考までに、売電単価の推移は当初11.76円だったが、固定価格買取制度の導入により昨

年10月からは19.45円となり、４月から消費税率の改正により20.01円となるとの答弁があっ

た。 

  ②発電施設保安管理委託料が昨年から1,200万円ほど低いが内容は。 

  建設当初から風車のメーカーが専門的にメンテナンスを行ってきたが、風車の増加により

下請業者の技術や知識も上がり、メーカーに直接委託しなくても下請業者に委託する方向にシ

フトしているため委託料も減額の方向となっている。また、軽微なものは町内業者に依頼して

いるとの答弁があった。 



  ③基金の状況は。 

  平成25年度末で約2,950万円である。平成26年度の当初予算では1,371万円の積み増しを

計上しているので、平成26年度末には約4,321万円となる予定であるとの答弁があった。 

  ④風車の耐用年数経過後は早急な解体が必要となる。壊すためには１億円くらいは必要と

思う。基金の積み増しに努めてもらいたいが。 

  売電単価も値上がりし、保守委託料などの費用抑制もしているので、基金の積み増しに配

慮していくとの答弁があった。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と、全会一致で原案を可決すべきものと決定

したことを報告します。 

  11ページをごらんください。 

  ６、平成26年度東伊豆町水道事業会計予算。 

  （１）平成26年度東伊豆町水道事業会計予算概要について。 

  平成26年度東伊豆町水道事業会計は、６億7,183万7,000円で、平成25年度当初予算総額

に比べて1,141万1,000円（1.73％）の増となっている。 

  （２）質疑の対象となった事項。 

  ①建設改良費の内容は。 

  原水及び浄水施設整備費は、白田浄水場汚泥かき寄せ機設備工事を行うもので、老朽化に

より汚泥処理設備の処理能力が低下しているため、効率的な汚泥処理ができるよう実施する。 

  簡易水道施設整備費は、大川浄水場配水流量計取りかえ工事を行うもので、既存流量計が

故障したため取りかえ工事を実施する。 

  配水及び給水施設整備費は６件の工事を予定している。国道135号送水管移設工事ほか３

件の水道本管の布設工事、既存設備の改修は上神田配水池遠方監視システムほか１件であると

の答弁があった。 

  ②25年度の料金収入を大幅に減額しているが、26年度で増加する理由は。 

  25年度の料金収入は、１期、２期が極端に落ち込み大幅な減収となったが、その後３期

から５期までは前年度並みに戻っていることから観光客数も回復すると思われる。また、ホテ

ル・旅館の廃業や別荘地内の保養所の閉鎖が大きな減収要因となったが、営業再開も予想され

ることから増収を見込んだものであるとの答弁があった。 

  ③営業収益と営業外収益の内容は。 

  営業収益は水道事業に直接かかわる収益で、料金収入や手数料などの収入である。営業外



収益は受取利息や分担金などであり、26年度から会計制度の見直しにより新たに長期前受金

戻入を計上することになった。 

  ④消費増税となるが水道料金は。また、外税方式をとらないのか。 

  消費増税後も今までと同じ水道料金である。26年度には料金改定を検討する予定になっ

ている。水道料金は給水条例に規定されているが、内税表示となっているため、料金に消費税

を加算するには料金審議会を開催するとともに条例改正が必要となる。外税方式も含めて料金

審議会で検討していきたいとの答弁があった。 

  ⑤稲取地区水源調査の内容は。 

  稲取地区３号井戸付近において、深度300ｍ程度の試掘調査を予定している。空中探査は

広域を調査する場合には適しているが、探査精度は電気探査より劣ると言われているとの答弁

があった。 

  ⑥３号井戸の現状と稲取地区の必要水量は。 

  ３号井戸の計画取水量は１日当たり1,300㎥であり、給食センターや清掃センター及び唐

沢地区へ給水している。稲取地区の必要水量は１日7,000㎥となっているとの答弁があった。 

  ⑦会計制度が改正された背景は。 

  民間企業の会計制度が見直されているのに対し、地方公営企業の会計制度は昭和41年以

降、大きな改正が行われてこなかった。このため民間企業会計との制度上の違いが大きくなり、

相互の比較分析を容易にするためにも会計制度の整合を図ることが必要となり、今回の制度改

正に至ったとの答弁があった。 

  意見。 

  ①平成26年４月１日より、消費税法の改定により５％から８％に上がるが、現在の水道

企業会計では条例で消費税は内税となっている。 

  消費税は原則消費者負担であり、このままだと４月以降の水道料金にかかる消費税３％が

本会計の負担となるため早急に条例改正をし、現在の内税から外税にすることを平成26年４

月使用料より施行するよう強く求める。 

  ②収益の減少と減価償却費の負担が大きく、25年度の予定損益計算書では当期末処理欠

損金が1,692万2,000円となっている。 

  予算書でも営業収益は減収を見込んでおり、営業費用は増加する構造となっている。よっ

て、料金及び建設改良事業など、事業全体の見通しを強く求める。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と意見を付し、全会一致で原案を可決すべき



ものと決定したことを報告します。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（鈴木 勉君） お諮りします。議案第16号から議案第21号までの平成26年度特別会

計及び水道事業会計の予算６件について一括質疑としたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、議案第16号から議案第21号まで

を一括質疑といたします。 

  それでは、議案第16号から議案第21号までについて、特別会計予算審査特別委員長の報

告に対する一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、委員長に御質問したいところでございます。 

  ７ページのところでございますけれども、介護保険につきまして、私大綱質疑をさせてい

ただきました。それは地域支援事業というようなことで、2.8％の予算が計上されているとい

うことで、課長からも、また町長からも御答弁はいただいているんですけれども、この報告書

を見ますと、その他質疑の対象となった事項の中にある①の一次予防教室の対象者の数とか、

また、出席の見込み数というようなことがもしわかりましたら、教えていただきたいというふ

うに思います。非常に今後の介護保険について、介護予防という観点が大変心配になりますも

ので、一応制度としてはあっても参加者が少ないまま予算が削られたりというようなことと、

非常に問題もあるかなと。一般会計のほうでもそうだったんですが、今回皆さんのある意味介

護予防というか、その病気の予防というようなことでのお弁当の配布事業が民間委託をされて

いるんですけれども、当町で今35名なんで、果たしてそういうその介護予防なり何なりとい

うことの対策が単に運動的なものだけでいいのかなと、やはり栄養面でどうなのかなというふ

うなこともあわせて考えておりましたもので、取り急ぎこの①について教えていただきたいと

思います。 

○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） ただいまの御質問に対しまして、……。議長、休憩をお願いいたしま

す。 



○議長（鈴木 勉君） 休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時３５分 

 

再開 午前１０時３６分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ５番、村木さん、続けてください。 

○５番（村木 脩君） 11教室の290名でございます。そして、70％の203名程度を見込んで

いるとの課長より答弁がございました。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○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16号の討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○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16号 平成26年度東伊豆町国民健

康保険特別会計予算を採決します。 

  この予算に対する委員長の報告は可決とするものであります。本案は、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、議案第16号 平成26年度東伊豆町国

民健康保険特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第17号の討論に入ります。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17号 平成26年度東伊豆町後期高

齢者医療特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものです。本案は、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、議案第17号 平成26年度東伊豆町後

期高齢者医療特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第18号の討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○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18号 平成26年度東伊豆町介護保

険特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものであります。本案は、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、議案第18号 平成26年度東伊豆町介

護保険特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第19号の討論に入ります。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19号 平成26年度東伊豆町稲取財

産区特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものであります。本案は、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、議案第19号 平成26年度東伊豆町稲

取財産区特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第20号の討論に入ります。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20号 平成26年度東伊豆町風力発

電事業特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものであります。本案は、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、議案第20号 平成26年度東伊豆町風

力発電事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第21号の討論に入ります。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21号 平成26年度東伊豆町水道事

業会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決とするものであります。本案は、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、議案第21号 平成26年度東伊豆町水

道事業会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  この際、11時まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時４２分 

 

再開 午前１１時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開します。 

 

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

─── 

 

◎日程第９ 議案第２２号 指定金融機関の指定について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第９ 議案第22号 指定金融機関の指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22号 東伊豆町指定金融機関の指定

について、提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第235条第２項及び同法施行令第168条第２項の規定により、金融機関を指定

し、東伊豆町の公金の収納及び支払事務をとり行わせるものとする。 

  現在の東伊豆町指定金融機関である伊豆太陽農業協同組合の指定期間が平成26年５月31

日をもって満了となるため、継続の打診をしたところ了承を得たので、平成26年６月１日か

ら２年間業務を継続し、当町の指定金融機関として指定するものであります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  次に、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。これより議案第22号 指定金融機関の指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） 

○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 発議第１号 町長が専決処分することができる事項の指定について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第10 発議第１号 町長が専決処分することができる事項の指

定についてを議題とします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 発議第１号 町長が専決処分することができる事項の指定について、

朗読をもって提案理由とさせていただきます。 



  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び東伊豆町議会会議規則第14条の規定

により提出します。 

  平成26年３月６日提出。東伊豆町議会議長 鈴木勉様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 定居利子。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 栗田成一。 

  提案理由を申し上げます。 

  議会の権限に属する事項で地方自治法第180条第１項の軽易な事項を指定し、権限を委任

することにより適時適切な事業執行をするためであります。 

  次のページをお開きください。 

  平成26年３月６日。 

  町長が専決処分することのできる事項の指定について。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、町長において専決する

ことができる事項を次のとおり指定し、平成26年４月１日から効力を生ずるものとする。 

  なお、「町長が専決処分することのできる事項の指定について（昭和62年２月7日議

決）」は、平成26年３月31日をもって廃止をする。 

  次の各項に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内においてする和解及び法律

上、町の義務に属する損害賠償の額を定めること。 

  （１）交通事故による場合 自動車損害賠償責任保険契約、自動車保険普通保険契約、ま

たは、自動車損害共済委託契約により支払われる保険金の額及びてん補額に免責金額を加えた

額。 

  （２）交通事故以外による場合 １件50万円。 

  以上です。 

○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、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） 申しわけないですけれども、（２）の交通事故以外による場合の

１件50万と書いてありますけれども、50万以下は入らなくちゃまずいじゃないですか。どう

なんでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 大変申しわけないです。これ50万以下のことですので、よろしく



お願いいたします。 

  訂正をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０６分 

 

再開 午前１１時０６分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 山本さんの御質問にお答えいたします。 

  これ50万円の範囲内ということですので、御了解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

（「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いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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。 

  これより発議第１号 町長が専決処分することのできる事項の指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。 

（「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１１ 常任委員会所管事務調査の報告について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第11 常任委員会所管事務調査の報告についてを議題とします。 

  本件について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 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 朗読をもって報告させていただきます。 

  平成26年３月６日。東伊豆町議会議長 鈴木勉様。総務経済常任委員長山田直志。 

  所管事務調査報告書。 

  本委員会に付託された所管事務調査については、調査結果を別紙のとおり会議規則第77

条の規定により報告いたします。 

  会議年月日、また、説明内容については割愛をさせていただきます。 

  ２ページのまとめのところだけ、朗読をさせていただきます。 

  ①平成26年度予算において、当初から予算計上されなかったが適切な対応である。 

  ②国の指導により建築面積が当初800平米で計画したものが1,700平米と拡大し、その事

業の拡大によって、宅地造成整備や排水路整備など補助金対象外の事業費の増加が見込まれる。

さらに、常駐職員の配置ができないなどの状況を生じている。事業を取り巻く環境が大きく変

わり、費用の増加と日常利用できないなど単なる箱物整備となる状況にあるので、計画を取り

やめることも含めた抜本的な見直しが必要と考えられる。 

  本事業は、国及び静岡県第４次地震被害想定で、港に隣接している庁舎がこれまでで被害

がないとされていたが、新たな想定では津波浸水区域内となったことから、移転や代替施設を

建設するよう国の方針が示され、代替施設を計画してきたものである。庁舎の被害はその後の

救援や避難生活だけでなく、復旧・復興にも影響を与える重要な課題である。行政機能が継続

して行われるよう必要な機能を確保することは重要な防災の課題で、町は適切な対応を図って

きた。しかし、国のたび重なる追加の指導等により規模や機能が大きく変わり、排水や造成に

伴う整備など多額な費用がかかる状況を考えると、既存施設の活用や中止を含む再検討が必要

である。という内容でございます。 

  なお、別紙として委員会のほうに担当課より説明をしていただきました資料を添付してご

ざいますので、そちらのほうもあわせてお読みいただきたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○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。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 今の委員長の報告で、ページを開きながら、これは何の所管調査な

のというふうなことで、別紙の委員会への質問に対する回答を言うんで、ああ、そうかそうか



というふうに思ったんですが、一体何の調査かというようなことがちょっと欠落しているので

はないかなと、非常にわかりにくいものですから、その点いかがでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） すみません。 

  言われれば確かにそうだなというふうに思いまして、稲取地区の災害対策本部代替施設整

備についての所管調査を行った内容でございますので、申しわけございません、その点が欠落

していたということであれば、再度そこの点は確認していただいて、そういう委員会としての

まとめであるというふうに御理解のほどお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） それでは、お手数ですけれども、書類をきちんとしてまたいただけ

ればというふうに思います。 

○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。 

  以上で、総務経済常任委員会所管事務調査の報告についてを終了します。 

 

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

─── 

 

◎日程第１２ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第12 常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題とし

ます。 

  総務経済常任委員長より会議規則第75条の規定により、お手元に配付した申し出のとお

り、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

  お諮りします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査と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、委員長からの申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定いたしました。 



 

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

─── 

 

◎日程第１３ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第13 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 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 平成26年３月６日。東伊豆町議会議長 鈴木勉様。総務経済常任

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145号。 

  付託年月日、平成25年９月10日。 

  件名、道州制導入に反対する意見書について。 

  審査の結果、継続でございます。 

  県町村議会議長会等からありました道州制に反対する意見書についての審査でございます

が、現在まだ、この方向がはっきりと決まっていない。 

  当初あったものについて、地方公共６団体と現在与党である自民党との間でのやりとり等

がされているという報告が全国議長会より来ておりますけれども、その法案や提出の状況が現

状ではまだ定かでございませんので、当面６月議会をめどにもう一度継続としてその状況を見

た上で、提出については最終的に判断すべきという結論でございますので、御理解のほどお願

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」と呼ぶ者あり） 

○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」と呼ぶ者あり） 

○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を採決いたします。 

  本件に対する委員長の審査報告は継続です。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ては委員

長の報告のとおり決しました。 

 

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

─── 

 

◎日程第１４ 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14 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

（「動議」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木 勉君） 動議。 

  ただいま、８番、森田さんから動議が提出されました。その動議の内容についての発言を

許します。 

  ８番、森田さん。 

○８番（森田禮治君） すみません。 

  朝、議運の委員長の報告を待っていたらすぐに終わっちゃって、そこの中で発言すればよ

かったんだけれども、こういう形になったんですけれども。 

  委員長報告の中で、調査結果の３番のところの①、森田議員が言う選挙妨害に当たるので

はないかとの指摘があったということでありますけれども、これは議運にお願いしたからこれ

に対しての不服はありません。ただし、その後の「しかし、選挙が近いからと」、この言葉を

僕は言った覚えないんですよ。読んでいくとこれ僕が言ったように、ここにいる人はそうは思

わないかもしれない。これ残る書類ですから、ここ直していただくか削除してもらうか、そう

いうことです。この文書でいったら、俺が言ったように見えるんだよ、続けて書いてあるから。

そこのところ、また、お願いします。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま、８番、森田さんからの動議の内容が説明されました。 



  この動議に賛成する方がおいでになりますか。賛成者。 

  ただいまの動議は１人以上の賛成者がありましたので成立いたしました。したがって、森

田さんの動議は可決されました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１８分 

 

再開 午前１１時２４分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ただいまの森田さんの動議につきましては、先ほど私「可決されました」という言葉を使

いましたけれども、「成立いたしました」という言葉にかえさせていただきたいと思います。 

  お諮りします。ただいま、８番、森田さんの出されました動議につきましては、これを議

会運営委員会に付託いたしまして、直ちに協議をしていただきたいと思いますけれども、いか

がですか。 

（「おかしくないよ、議長、そのままで大丈夫」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木 勉君） 今、休憩中ではございませんもので、議会を継続中ですからお願いい

たします。 

  それでは、ただいまの動議につきましては、追加日程第１といたしまして、８番、森田議

員の動議につきましてを議題といたします。 

  それでは、会議を続けさせていただきます。 

  この動議は、１人以上の賛成者がありましたので成立いたしました。ただいまの動議を日

程に追加し、追加日程第１として議題とすることについてを採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。この動議のとおり決することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（鈴木 勉君） 起立少数です。したがって、ただいまの動議は否決されました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２８分 



 

再開 午前１１時３０分 

 

○議長（鈴木 勉君） 再開いたします。 

  ただいま、８番、森田さんからの動議についての取り扱いについて、いろいろ皆様方との

意見の交換をさせていただきました。その動議につきましては、本日の追加日程にすることに

つきましては、否決されました。したがって……。 

（「動議が成立した時点で日程に追加すべき」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木 勉君） ちょっと発言を……。一応動議は成立いたしましたんですけれども、

追加日程にすることについては否決されました。したがって、８番、森田議員の動議につきま

しては、追加日程第１として議題とすることについては否決されましたので、議長において精

査をしたいと思います。 

  日程第14 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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26年第２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） お諮りします。本定例会に付議された案件の審議は全て終了しました。 

（「議長、再度お願いします」と呼ぶ者あり） 

○議長（鈴木 勉君） したがって、議会規則……、お静かにお願いします。議会運営委員長



の許可がなければ否決します。議場整理権がございます。お静かにお願いします。お静かにお

願いします。 

  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。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  平成26年第１回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  長い間、御苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１１時４９分 

 


