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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年第２回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、公私ともにお忙し

い中御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  梅雨も中休みになったのか、朝から気持ちのいい一日となりました。皆様方におかれまし

ては、健康に十分御留意されて審議に御精励くださいますようお願いを申し上げます。 

  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２回定例会は成立しましたので、開会します。 

  なお、教育委員会事務局長から欠席の届け出がありましたので、御報告いたします。 

 

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

 

◎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２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７名の議員の方々より19問の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。

また、質問通告者の中で、６番、14番議員より掲示板の使用願いが出されております。 

  本定例会の提出案件といたしましては、条例の一部改正案が１件、財産の取得が１件、補

正予算案が１件、人事案件が４件、合計７件がそれぞれ日程に組み込まれております。 

  条例の一部改正につきましては、説明資料等により簡潔でわかりやすい要点説明とし、ま

た、一般会計補正予算の説明につきましては、おおむね50万円以上で説明することが協議決

定しましたので、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  諮問第１号から第３号につきましては、一括議題とし、討論、採決は各号ごとに行います。 
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  議会からは、議員派遣の議案１件、これは７月と10月に行われる議員研修会について公務

災害の適用などから、議員派遣として議決するものです。 

  委員会の所管事務調査報告が１件予定されています。総務経済常任委員会の所管事務に関

するものです。 

  また、陳情・要望書等の審査報告についても予定されております。 

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期は本日から予備日を含めて６月23日までの５

日間といたします。 

  また、節電対応としまして、議員の服装については当局と同様にクールビズを実施します。

テレビ等で見ている町民の皆様に見苦しくないように御配慮をお願いいたします。 

  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。 

  議員各位には、活発なる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。 

 

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

 

◎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、あらかじめ皆様の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。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎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、14番、山田さん、１番、

須佐さんを指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。今定例会の会期は、本日から予備日を含め６月23日までの５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５日間と決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  会議閉会中に提出されました平成25年度繰越明許費繰越計算書、平成25年度継続費繰越計

算書及び東伊豆町新型インフルエンザ等対策行動計画書につきましては、お手元に配付して

おりますので、内容を御確認ください。 

  また、例月出納検査の結果に関する報告につきましては、既に送付いたしました。 

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

  会議資料につきましては、議員控室に置きますので、ごらんいただきたいと思います。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 町長より行政報告を行います。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成26年第２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、厚く御礼を申し上げます。 

  国では、景気は緩やかな回復基調が続いているが、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要

の反動により、このところ弱い動きも見られるとしており、個人消費につきましても同様な

判断を示しております。 

  一方、設備投資は増加、雇用情勢は着実に改善しているとしており、景気の先行きについ

ては、当面弱さは残るものの、各種政策の効果が発現する中で、緩やかに回復していくこと

が期待されるとの見通しを示しております。 

  このような状況の中で、当町の主産業である観光産業を見ますと、５月のゴールデンウイ

ークはおおむね天候に恵まれたものの、休日が分散化したため、後半に来遊客が集中いたし

ました。宿泊客数は前年に比べ15.4％の大幅な減と、依然として厳しい状況が続いており、

今後も経済の動向を注視していかなければならないと考えているところでございます。 

  旅館の廃業により、収容人員が前年に比べて縮小した影響が要因の一つとして考えられま

すが、今月には圏央道神奈川区間の開通予定であることから、北関東でも誘客宣伝を図るな

ど対策を講じていきたいと考えております。 

  さて、本定例会、改選後の最初の定例会となりますので、御挨拶を兼ね、施政の一端と所

信を述べさせていただくとともに、行政諸般の報告をさせていただき、議員各位並びに町民

の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  私が町民の皆様からの負託を受け、３期目の町政運営に当たりはや３カ月が経過しました。

町長就任当初より、「みんなが安心して暮らせる町、笑顔があふれる町」を基本姿勢として、

町の主産業である観光産業を中心に施策の展開を図ってきたところでございます。 

  私は、「町政は、町民の皆様の幸福と町発展のためにある」という信念のもと、議会の御

理解をいただきながら、町のためになることならば前例にとらわれず、常に町民目線で町政

のかじ取りに努めてまいったところでございますが、今後も初心を大切にし、常にその時々

の最良の手段を柔軟に追求しながら施策を推進してまいる所存でございますので、引き続き

御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。 

  それでは、重要施策につきまして述べさせていただきます。 
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  まず、１点目といたしまして、防災対策でございます。 

  町内で犠牲者を１人も出さないという強い気持ちで、防災対策に取り組んでまいります。

まず、ハード面では稲取・熱川地区への避難所の整備、避難経路の整備に取り組んでまいり

ます。ソフト面といたしましては、ハザードマップの作成、防災計画の作成に伴い、防災会

議委員に女性委員やライフライン関係者を委嘱いたし、女性の視点や新たな提案を期待する

ものでございます。 

  次に、２点目といたしましては、基幹産業である観光振興の充実に取り組んでまいります。 

  観光振興計画のタウンスローガン「お湯もぬくてぇー、心もぬくてぇー、食と文化の東伊

豆」を実践すべく、観光関係者のみならず、町民一体となったおもてなし意識の共有と向上

に取り組むとともに、細野高原を初めとした当町固有の地域資源の活用や地産地消システム

の確立、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まいります。 

  次に、３点目といたしまして、地域医療の充実を図ってまいります。 

  伊豆東部総合病院につきましては、病床が129床から160床に増床となり、また、新たな非

常用発電設備も新設され、災害等の停電時に救急の診察室、Ｘ線撮影装置等の使用が可能と

なりました。 

  病院本体の新築につきましても、平成27年12月ごろの完成を目標に進めているとのことで、

今後は産婦人科、小児科の設置に向けて、経営母体である医療法人康心会に働きかけていき

たいと考えております。 

  ４点目といたしましては、消防救急を初めとする広域行政への対応を図ってまいります。 

  厳しい財政状況の中、広域行政を推進すべく、消防救急広域化や東河環境センター塵芥処

理施設の長寿命化対策など、現在協議を進めております。 

  次に、５点目といたしましては、人材の育成として、各種団体等と協働でまちづくりを進

めるとともに、継続して行っているオープン町長室などを通じて後継者の育成に力を入れて

まいります。 

  さらに、子育て支援といたしまして、若い母親の集える場所の確保や言葉の教室、スーパ

ー食育スクール事業を初めとする食育の推進を図ってまいります。 

  このほか、空き家、耕作放棄地につきましては、平成25年度に調査が完了いたしましたの

で、今後、調査結果をもとに対策を進めてまいります。 

  以上、２期目に引き続きまちづくりに向けた施策の概要を述べさせていただきましたが、

時代の動静を見きわめながら柔軟に対応していく所存でございますので、町民並びに議員各
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位の御理解と御協力を賜りますよう念願いたします。 

  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  まず、防災関係ですが、昨年、県の第４次地震被害想定に基づいた県の地域防災計画の見

直しや、12月に公表された首都直下地震などの相模トラフ側の地震被害想定に基づいた第４

次地震被害想定の見直しが本年夏過ぎとなることから、本年度見直しを予定しております町

の地域防災計画については、県の動向を見据えながら進めてまいりたいと考えております。 

  また、職員の防災意識向上と初動体制の確認を目的に、４月17日の早朝、職員の動員訓練

を実施し、158名の職員が役場庁舎に参集し、地震発生の合図により屋上への避難訓練を実

施いたしました。 

  さらに、６月１日には「土砂災害防止月間」を踏まえ、町内全地区において土砂災害危険

地域の住民を対象に、土砂災害に対する避難訓練を実施していただきました。 

  これから、梅雨どきを迎えまして、雨による災害に備え、崖地、急傾斜地を抱える住民が

自主防災会の避難呼びかけ、誘導により安全な場所への避難行動をしていただくとともに、

下田土木事務所職員などの協力を得て、土砂災害への対応について講習を受けました。 

  また、地震・津波対策といたしましては、本年度、津波監視カメラを海岸６カ所に設置し、

津波に対する警戒体制を強化するなど、今後も災害に備えた安心・安全なまちづくりをさら

に進め、減災に努めてまいります。 

  次に、税務関係ですが、去る５月31日に25年度の出納を閉鎖いたしましたが、国の経済対

策による緩やかな景気回復傾向に伴い、町税の収納率も前年に比べわずかながら上昇しまし

た。しかし、長引いたデフレ不況や東日本大震災の影響もあり、前年も幾つかの事業所等が

閉鎖する結果となり、今後の賦課徴収に係る影響が懸念されます。 

  このような状況に対応するため、静岡地方税滞納整理機構の主催する税務研修会や東豆税

務研究会を積極的に活用し、職員の資質向上を図るとともに、地域の実情に応じた対策等の

協議を行ってまいります。また、昨年度に引き続き、個人住民税対策を主に行っている県の

税務職員の短期派遣を要請し、県との連携による円滑で効率的な徴収及び債権整理事務の推

進、また、町単独では困難な事案を静岡地方税滞納整理機構に移管することで、さらなる収

納率の向上を図ってまいります。 

  次に、「エコリゾートタウン東伊豆」推進事業についてですが、２月には奈良本けやき公

園内に500ワットの小水力発電、３月には伊豆熱川駅前の熱川温泉観光協会事務所横の源泉

を利用した発電能力３キロワット、蓄電池80アンペアアワーの温泉熱発電が完成いたしまし
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た。このことにより、風力、小水力、温泉熱などの自然エネルギー発電所の整備がされ、エ

コリゾートタウン東伊豆として、さらなる情報発信を進めてまいりたいと考えております。 

  また、Ｗｉ－Ｆｉスポットの整備につきましても、５月30日に稲取文化公園内に清涼飲料

メーカーの協力を得まして、Ｗｉ－Ｆｉ機能つきの自動販売機を設置いたしました。町で設

置するＷｉ－Ｆｉスポットとしては、町立図書館、伊豆半島ジオパーク東伊豆ビジターセン

ターに続く３カ所目となり、これにより海外を含む観光客や住民の利便性向上に大きく寄与

するものと思われます。 

  次に、住民福祉関係ですが、本年４月からの消費税率引き上げに対する国の救済措置であ

ります臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の申請受け付けを、７月２日から10月

２日までの３カ月間行います。 

  役場１階会議室を拠点といたしますが、熱川地区につきましては各公民館等でも巡回受け

付けを行いますので、期間内に申請されますようお願いいたします。 

  ５月25日に実施した「町内一斉クリーン作戦」では、大勢の町民に御参加をいただき、環

境美化推進を図ることができました。町民並びに関係各位の御協力に感謝申し上げます。 

  ごみ処理関係では、４月１日から資源の有効利用と減量化のため、一般家庭で使用しなく

なった古着等の回収ステーションを庁舎１階に開設いたしました。回収された古着等は再利

用またはリサイクルしておりますが、身近な取り組みとして皆様の御協力を引き続きお願い

いたします。 

  次に、健康づくり関係ですが、今年度の新規事業といたしまして、働く世代の女性支援の

ためのがん検診推進事業を実施いたします。平成21年度から子宮がん検診、乳がん検診の無

料クーポン券を配布し、受診を勧めてまいりましたが、今年度は過去に配布した方で検診を

受けなかった方に再度配布し、検診の受診を勧めてまいります。がんの早期発見のためにも、

この機会にぜひ受診していただきたいと思います。 

  健康増進関係では、身近な健康づくりといたしまして、今年度もヘルシーウォーキングを

６回予定しております。一昨年来、好評を得ている稲取ゴルフクラブコースを利用した緑の

早朝ウォーキングの拡充、そして細野高原ススキ狩りウォーキングなど、地域の特色を生か

したウォーキングを予定しておりますので、多くの町民の方の参加をお願いし、健康増進に

役立てていただきたいと考えております。 

  また、アスド会館での健康づくり教室では、自立体力測定を取り入れ、参加者個々の全国

的比較を行うとともに、運動プログラムを作成することにより、健康づくりの質を高めてま
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いります。 

  国民健康保険関係では、前年度からの繰越金が4,800万円程度となる見込みであります。

また、国民健康保険税の収納率につきましても、若干ではありますが上昇していることや、

被保険者の所得も前年に比べ増加していること、さらには療養給付費等も減少していること

などの理由により、本年度につきましては国民健康保険税率等の改正は行わない予定であり

ます。 

  介護保険関係につきましては、第５期介護保険事業計画に基づき、４月10日から５月12日

までの期間において、小規模多機能型居宅介護事業所の公募をしたところ、１事業者より応

募があり、審査した結果、候補事業者に決定いたしましたので、今定例会に介護基盤緊急整

備等特別対策事業費補助金として予算措置をさせていただきましたので、よろしく御審議を

お願いいたします。 

  次に、建設関係ですが、県の継続事業として平成19年度より実施しております県道稲取港

線の道路改良工事につきましては現在、稲取中学校歩道橋のかけかえ工事に着手し、平成27

年１月には新若木橋が完成いたします。この間、迂回ルートを利用されている周辺の皆様や

稲取中学校の生徒には大変御不便をおかけいたしますが、御理解をお願いいたします。 

  また、本年度に入り、行政が管理する公園施設などにおいて、樹木の枝の落下による負傷

事故が多発しております。町内には、道路沿線に樹木で覆われた箇所が数多く存在すること

から、主要な幹線道路沿線の古木等を点検した結果、安全確保のため枝打ち処理が必要であ

り、本定例会に補正予算を計上させていただきましたので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

  農林水産関係では、新たな農産物としての可能性や地域の活性化を目指し、調査研究が始

まりました伊豆急ホールディングス株式会社による「オリーブのパイロット事業」ですが、

４月11日に東京急行電鉄株式会社の野本社長を初めとする関係者50名の御出席のもと、クロ

スカントリーコース内の圃場で記念植樹祭が行われました。平成28年までの試験栽培となり

ますが、新たな農産物による特産化や耕作放棄地対策等、地域の課題克服につながるものと

期待しております。 

  次に、県営中山間地域総合整備事業ですが、昨年度から大型補正予算により事業費が拡充

され、今年度は奈良本農道、片瀬集落道の整備が施行されます。また、稲取地区の市民農園

につきましては、第１期の造成工事が終わり、引き続き第２期の造成工事と管理棟の建設が

実施されます。運営方法等につきましても、市民農園推進協議会において協議を実施してま
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いります。 

  春恒例の奈良本けやき公園の「里の朝市」を５月17日に開催いたしました。18店舗の出店

があり、関係者を含め757名のお客様でにぎわいました。また、５月26日から６月４日まで

奈良本ほたるの会により「ほたる観賞会」が開催されるなど、地域の活性化が図られており

ます。 

  次に、森林整備についてですが、今年度も引き続き、森林整備加速化事業や森林空間総合

整備事業により町有林を中心に搬出間伐や不用木の除去を行い、県産材の利用促進に寄与し、

森林の荒廃防止を図ってまいりたいと考えております。 

  公園緑地管理におきましても、稲取ふれあいの森を中心とした稲取高原エリアについて、

東伊豆町造園事業組合に業務委託を発注し、一元管理を効率的に実施してまいります。 

  次に、県営の稲取漁港広域整備事業につきましては、昨年度に漁港道路の供用開始をもっ

て完了いたしました。漁港の整備にあわせて実施しております周辺整備につきましては、引

き続き県の観光施設整備事業により整備をしてまいります。 

  なお、今年度も稲取漁港が「防災拠点港湾」となりますよう関係機関に働きかけていきた

いと考えております。 

  次に、観光関係ですが、８月２日から11日までの10日間にわたり、74万人の来場者が訪れ

る京都の夏の風物詩「京の七夕」に「雛のつるし飾り」を出展し、日本の歴史、文化の中心

である京都で、昨年、おととしに引き続き３回目の参加をさせていただき、稲取温泉がつる

し飾り発祥の地であることを示してまいりたいと考えております。 

  さらに、新東名及び東駿河湾環状道路の開通によるアクセスの向上や、富士山の世界文化

遺産登録により静岡県への関心が大幅に高まっていることから、引き続き関西地域への観光

ＰＲを図ってまいります。 

  次に、商工関係では、町内業者のさらなる振興を図るため、住宅リフォーム振興事業の補

助率を20％に引き上げ、より多くの町民の皆様に利用していただき、町内経済の活性化を図

ってまいりたいと考えております。ちなみに、平成25年度における助成金の支給実績は67件、

1,192万9,000円に上り、対象となる工事費総額も１億368万2,000円という大きな経済効果を

生み出しました。今年度も引き続き助成制度を実施する中で、特に裾野が広く経済波及効果

が大きい住宅リフォームの需要を喚起するとともに、地域経済の活性化につなげたいと考え

ております。 

  次に、６月定例会までのイベント関係でありますが、１月20日から３月末までに開催され
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ました「雛のつるし飾りまつり」は前年に比べ14.7％の減で、８万5,574人の入館者数とな

っており、「河津桜まつり」と同様に厳しい結果となりました。新たな取り組みとして、文

化公園のイルミネーションや素戔鳴神社雛段飾りの展示を行いましたが、２月上・中旬の大

雪の影響や、全国各地で雛のつるし飾り展示会場が多くなったこと、さらに旅行会社のツア

ーバスの減少が来訪者の減少する大きな要因と思われますので、イベントの運営方法につい

て、新たな魅力の創出に向けて関係団体と連携を図り協議してまいりたいと考えております。 

  ３月22、23日の両日行われました「伊豆大島復興応援東伊豆町民号」には、２日間で460

人が椿まつり日帰りツアーに参加いたしました。初日には、岡田港での大島町長やあんこさ

んの歓迎の出迎えを受けるとともに、10年ぶりの臨時船による大島航路復活により、富士山

や雄大な景観を満喫することができました。友好関係にある大島町の一日も早い復興を心か

ら願うものであります。 

  次に、５月14日には「第47回町民ゴルフ大会」が開催され、平日開催ではありましたが、

天候にも恵まれ絶好のゴルフ日和となり、ゴルフ連盟の御尽力により、若者から年配の方ま

で132名の御参加をいただき、和やかな雰囲気の中でプレーをされ、交流と親睦を深めるこ

とができました。 

  また、５月31日には「グッディーズ・ダンス＆ミュージック2014」が町営グランド特設会

場で開催され、ヒップホップを中心に県内外で活躍するプロと小中学生を含む一般ユニット

が熱演し、来場者約1,050人を楽しませてくれました。今回で４回目を迎えるグッディーズ

はＮＰＯ法人に認定され、町の商工会青年部を中心とする若者によるイベントとして、東北

復興支援のチャリティーも兼ねており、今後、さまざまな分野での社会貢献活動に取り組ま

れることに大きな期待を寄せているところでございます。 

  また、６月３日、４日の両日には稲取温泉「どんつく祭り」が開催されました。今年もど

んつく神輿カーニバルや花火大会など盛大に繰り広げられ、多くの観光客の皆様が祭りの輪

の中に加わり、楽しんでいただけたことと思います。 

  初日は、姉妹都市の岡谷市より中田副市長、今井市議会議長を初め12名の方々を迎え、両

市町の近況についての意見交換により交流を深めるとともに、祭りにも参加をいただき盛り

上げていただきました。 

  次に、６月５日から６月15日まで、大川竹ヶ沢公園で町の観光協会主催による「第12回ホ

タル観賞の夕べ」が開催されました。初夏の風物詩として定着してまいり、神秘的な光の舞

いを楽しんでいただけたことと思います。 
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  今後、夏のイベントとして、７月22日は熱川温泉で恒例の「熱川温泉海上花火大会」が開

催される予定であります。この夏には１人でも多くの来遊客が訪れることを期待するところ

であります。 

  次に、消防関係ですが、４月５日に消防団の入団式が行われ、新入団員15名と再入団員23

名が入団いたしました。今後は訓練を重ね、歴史と伝統ある東伊豆町消防団の一員として活

躍できるよう期待するところであります。 

  ５月17日には、町のサッカー場において団員145名の参加により規律訓練を行いました。

訓練指導には、陸上自衛隊駒門駐屯地第１戦車大隊の皆様に御協力いただき、団員の厳正な

規律と品位の向上を図り、災害現場での安全確実な組織行動の確保に努めました。 

  また、６月１日には、水防訓練を役場海側野積場において団員110名の参加により行い、

土のう300個の作成及び水防工法の習得により、水災害に対する知識・技能の向上に努めま

した。 

  今後は、訓練を通じて得た消防技術と団結力を消防活動に生かし、地域の安全・安心の確

保に努めていただきたいと思います。 

  今年度の事業として、消防団第５分団に更新配備いたします消防ポンプ自動車の入札を５

月22日に執行したところ、契約額1,630万8,000円でジーエムいちはら工業株式会社と仮契約

を締結いたしました。本定例会におきまして、財産の取得についての議案を上程しておりま

すので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  次に、教育関係でありますが、学校教育では、今年も４月初旬に各幼稚園、小中学校にお

いて入学式が厳粛な中にも晴れやかに行われ、新年度がスタートいたしました。 

  また、５月24日には大川小学校と大川幼稚園が運動会を実施し、５月29日、30日には稲取

小学校、６月５日、６日には熱川小学校の６年生がそれぞれ東京方面へ修学旅行を実施して

おります。学校生活で最初の修学旅行を体験したわけですが、多くの思い出とともに、無事

に行ってまいりました。 

  社会教育事業では、４月20日に行われました稲取ふるさと学級の開級式を初めとして、そ

れぞれの文化、スポーツ等の教室や事業がスタートいたしました。 

  また、５月11日には、熱川地区の町民体育大会が熱川小学校グラウンドにて開催され、

1,200人余の町民の参加をいただきました。当日は天候にも恵まれた中で、活気あふれた一

日を過ごすことができました。 

  次に、水道事業関係ですが、25年度水道事業会計の出納を３月31日に閉鎖いたしました。
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給水人口の減少とホテル、旅館など宿泊客数の落ち込みなどにより、料金収入は前年度より

2,875万1,000円、6.7％の大幅な減収となりました。また、費用面では、円安傾向や原油価

格の高騰状態が続き、動力費を初めとする費用負担が増加したことから、事業損益は大きく

落ち込み、3,095万1,000円の純損失となる見込みであります。 

  終わりに臨み、梅雨に入り、アジサイの花が一段と美しい季節となりましたが、町民の皆

様並びに議員各位におかれましては健康に十分留意をされ、ますますの御活躍を御祈念いた

しまして、行政諸般の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 一般質問を行います。 

  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回までとなりま

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、教育環境の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） 皆さん、こんにちは。 

  梅雨に入りまして、一部を除き雨が少ない、集中豪雨もない、大変ありがたいなと思って

おります。 

  今回、２問を通告をしてございます。一問一答にて、ひとつよろしくお願いをいたします。 

  １問目、教育環境の整備について。 

  １点目、小中学校の現状は。 

  ２点目、学校（中学校）の統合について。 

  ２点についてをお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 
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○町長（太田長八君） 飯田議員の第１問は教育関係でございますので、教育長より答弁をさ

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） それでは、飯田議員の第１問、教育環境の整備については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、小中学校の現状はについてですが、中学校は稲取中学校が生徒数162人、熱川中

学が生徒数157人で、１学年の人数が一番少ない学年で42人、多い学年で64人の２学級編制

になっております。42人の学年は編制基準ぎりぎりですので、毎年、転入生が出ないか心配

しているのが現状でございます。１学年50人くらいは欲しいなという思いがあります。 

  小学校の現状は、学校によって大きく違いますので、学校ごとにお答えいたします。稲取

小学校は児童数271人で、全学年２学級編制で行っていますが、１年生は36人、２年生は40

人で、今年は２学級で行っていますけれども、来年度以降は１学級になってしまう可能性が

ございます。熱川小学校は児童数202人です。５・６年生がどちらも41人でぎりぎりの２学

級で、１年生から４年生までは１学級、単学級になっております。大川小学校は児童数が20

人で、１年生が２人、２年生が４人、３年生が２人、４年、５年、６年生はそれぞれ４人で

す。学級としましては、１・２年生で１学級、３・４年生で１学級、５・６年生で１学級の

完全複式学級で行っております。 

  平成の初めころと比べますと、町内の児童生徒の数は６割近く減少してきているという現

状でございます。 

  ２点目の学校（中学校）統合計画についてですが、熱川中学校は、３年後の１年生から１

学級になり、５年後には全学年が１学級の規模になります。稲取中学校は、５年後に１年生

が40人で、１学級になりそうです。完全に全学年１学級になるのは10年後の予定になってお

ります。 

  町内に１学級ずつの中学校が２校あることと、統合して２学級の中学校を１校つくること

とどちらがよいのか、あらゆる角度から検討していかなければならないというふうに思いま

す。 

  現段階では具体的な統合計画はございませんが、今年度中に検討会を立ち上げていきたい

と考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 
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（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、教育長から小学校、中学校の現状ということで、全校数あるいは

各学年の人数、クラス割りについてお話があったわけですけれども、私も中学校のＰＴＡの

お世話をしたころから比べると─平成10年ですけれども─大変減少しておるなと。減少

しておるなではないですけれども、小学校等についてはそのまま中学校へ上がってくるわけ

ですから、人数は変わらないわけです。異動等、転出等、転入等があるわけですけれども、

現状等は変わってこないわけです。 

  さて、今回質問するに当たってですけれども、平成22年、大川小学校の統合問題というこ

とで、16名の委員に町から委託をし、委員会が開催をされ、協議をされ、９月21日火曜日に

７時30分から大川公民館で住民説明会を行ったわけです。大変な強い意見、参考になる意見

が出ました。１回だけですよ。町として100％統合に向けて協議をしてきたと思うんです。

委員もしてきたと思うんです。 

  しかし、大川地区の方たち、まずＰＴＡ、父兄も含めて、今の状況では反対だよと、理解

してくれよということで、町長、それについては統合はしないよということで御答弁をいた

だいたわけですけれども、私思うに、やはり事業計画を立てるに当たり一番番大事なのは予

算、その上に立って必要なことは地域住民の理解だと思うんですよ。これがなければ、今、

教育長が言ったように、検討に入るよということでお話があるわけですけれども、10年後な

らと言っている場合ではないです。２年、３年、４年、５年、町長の任期期間中にそういう

話が出てくるかわかりませんけれども、やはりしっかりとした考え、委員会立てて、これは

検討していただきたいなと私は思います。 

  そういう中で、ちょっと資料を調べてみたわけですけれども、経済協力開発機構（ＯＥＣ

Ｄ）ということでデータがあるわけです。教育支出の割合がデータ比較可能な28カ国で、日

本は最下位です。 

  町の新年度予算を占める教育費の割合が予算額に対して8.6％、４億1,283万4,000円とい

うことで、昨年度より減額をされているわけです。この減額の内容が、生徒数が減る、先生

等の人数も減る中で減額をされてきたのかな、内容的にはよくわからないわけですけれども。 

  大変私思うのは、各家庭で全教育費に占める私費、各家庭で私費負担の割合は33.3％、韓

国、チリ、アメリカに次いで４番目に高いわけです。大学あるいは幼稚園等の負担があるわ

けですけれども、現状として夫婦共働き世帯が多い中で、家計に占める私費負担、しわ寄せ

が大変多くなっているのではないかなと思いますけれども、教育委員会として、この町の教
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育私費どのぐらい占めておるのかということで、現状もしわかっているようなら教えてくだ

さい。 

  これ、一番大事なことなんです。これから子供たちが、子育てをし、町長がよく言う安

全・安心な町ということでうたって、うたい文句で手を挙げ町長になっておるわけですけれ

ども、この町に住んで、結婚し、子育てをしたいという若い人たちが、ここに住んでいたら、

やはりここで住むよりは伊東市、いやいや清水町や長泉へ行きたいよという話が出てきたと

きに、やはりその対応として町長はどういう対応をしていくのかなということを私は思うわ

けです。 

  よくある、話は飛びますけれども、大学の４年間あるいは２年間の係る教育費、生命保険

の会社あたりが資料として出して、４年間の学費、このぐらいかかるよということで説明が

あるわけですけれども、それはそれとして。今、教育長が言った私費負担、わからないでし

たらいいですよ。そういうことで、ぜひ今後の子供たちの教育の現場にいる一番大事な教育

長、それから教育委員会等、ぜひこのことを把握していただきたいと思います。 

  次、統合についてちょっと伺いたいわけですけれども、先ほど教育長言って、現実にはな

かなか難しいような話ですけれども、やはり町民、それからＰＴＡ、父兄、教育委員の方た

ちに話を聞くと、中学校は先に統合したほうがいいよと。小学校は、やはり地域のあれがあ

るから小学校はそのまま置いていただく中で、中学校は今現状、数字が出ましたけれども、

166人、157人ということで人数が出たわけですけれども、これから減っていくわけです。こ

の検討も立ち上げるということですけれども、委員あるいはＰＴＡの方たちから聞くと、ぜ

ひこれは早目に検討してくださいよと。 

  そして一番、私、今、稲取高校のお世話をしているわけですけれども、４年後、高校入試

の生徒数が賀茂郡下で400名ほど減るわけです。一番危惧されるのは、当町にある高校が廃

校になる、そういう話まで出ているんです。これは県の関係ですから、町としては対応はち

ょっとなかなか難しいところがありますけれども、ぜひその点をお含みの上、御答弁をひと

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） 当町の教育関係の予算関係でございますが、これは年間通じてハード

の事業があれば当然教育関係の予算は膨れます。しかしながら、私やっぱり何回も言ってい

るように、子供は町の宝という中で、教育的予算に関しましては、ある程度教育界のことは

認めた中で予算化しておりますもので、私自身に関しましては、教育予算はほかの町に比べ
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て引けをとらないというふうに考えています。 

  しかしながら、やっぱり長泉とは財政規模が大分違って、当然うちは予算が厳しい中でや

っている。小山町とか長泉町、これはもう三島市の子供たちが行きたいというようなそうい

うところでございますが、やっぱり長泉町とうちと比較されますとちょっと困るな、自分と

しては大変だと思います。とりあえず、教育関係の予算が上がってきたとき、町はできるだ

けそれに沿った形で予算化していることだけ御理解願いたいと思います。 

  それから、次に統合関係でございますが、私本当、毎年１回やっている中で、教育委員会

のほうから中学校からの統合も１つの考えではないですかということを提案されました。自

分はまた小学校から、最初からだったら統合して中学校へ行くのかなと思った中で、教育委

員会の委員のほうからそういう考えが提案されましたもので、それも１つの考えだなと思い

ました。 

  といいますのは、以前、一般質問で、もう部活、クラブを組めないようなことも聞いてお

りますもので、その辺を十分検討した中で、自分の頭の中ではちょっとこの９月にそういう

検討会を立ち上げていきたいなと考えています。そういう中で十分検討した中で、どちらが

先がいいかということは検討していって、また議案でも示していきたいと思います。 

  さらに、稲取高校の関係で、高校がなくなるということは町の衰退につながっていくかと

思いますもので、以前、稲取高校がなくなるというそういう話があって、県会議員の先生の

お骨折りをいただきまして、町としてもできるだけ稲取高校がなくならない方向で運動いた

しましたもので、そういう方向になりましたならば、やっぱり町といたしましてもなくなら

ない方向で町民挙げて運動していきたい、そういう考えでございますので、御理解を願いた

い。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） まず、教育予算に関してですけれども、学校のほうも先生方が賀茂

地区の中を異動していくわけですね。そんな中で、東伊豆町へ来てくれた先生方のかなりの

部分で、東伊豆町は教育に関してよく面倒見てもらっていると、そういう声を多く聞きます

ので、決して予算の点、もちろん十分ではございません。町はもう10年、20年前から比べま

すと財政的にも大変だということで、そんな10年、20年も前のときから比べると半減近くし

ておりますけれども、近隣と比べてまだ頑張っていただいていると、そういう町長さんの姿

勢が十分先生方にも伝わって、感謝されているという実例がございます。 
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  統合につきましては非常に、先ほど議員もおっしゃいましたように、地域住民の声ですと

か、考えですとかというのもございます。それから、もっと私どもは子供のことを考えたい

なというようなこともあります。子供のためにどっちがいいのかなというようなことを考え

たときに、必ずしも何でも統合して大きくしていけばいいというものでもないでしょうし、

かといって、現状の大川小学校の規模を見たときに、本当に子供たちにとってこれでいいの

かなというような思いもございます。 

  そういう意味で、住民感情として、例えば中学のほうの、稲取中学の校舎を使って統合中

学をつくろうとか、熱川中学の校舎を使って統合中学をつくろうとか、多分そうすることが

財政的にはかなり現実味のある統合計画になろうかと思いますけれども、そこにはやっぱり

長い住民の感情というようなこともあって、その辺は十分検討して、いろんな声を聞いてと

いうようなこともやっていかなければならないのかなと、そんなことを今思いました。 

（「私費はどうですか。町の私費負担」の声あり） 

○教育長（金指善郎君） すみません。答弁漏れです。 

  各家庭で子供に係る教育費が、世界的なものですが、33.3％かかっていると。では、東伊

豆町ではどうだかという、そういう御質問でよろしいでしょうか。 

  現状、すみません。今、自分の手元にその資料がございませんので、各家庭でこういう教

育費にどのくらいを使って、どのくらいのつらさがあるとかというようなことが今把握でき

ておりません。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、町長、それから教育長、答弁いただいたんですけれども、町長ね、

小山町、清水町、そういう財政的なことを私言っているのではないです。清水町の議員、あ

るいは知り合いの方たちに話を聞くと、そこに住む、やはりただ住むのではないです。お金

があるだけではないです。もう体制が違うんです。考え方が、根本が違うんです。 

  ぜひ、これは町長含め、教育長ですけれども、やはり大事な子供たちを預かる学校、ある

いは町として一番大切なことは、明日の日本を担う、あるいは東伊豆町を担う子供たちを教

育するんですから、統合するとか、あるいはそのまま継続をするとか、そういう問題もあり

ますけれども、やはり一番大事なことは子供のことですよ、地域じゃないです。地域は、や

れ金の面、あるいはそこがなくなると、ちょっと遠くなるとか、そういうことなんです。一

番大切なことは子供のことなんですよ。 
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  教育長、今、地域のことがちょっと問題があるなということはお話をしましたけれども、

やはり統合してしまえば、ああよかったなと。メリット・デメリットがあろうかと思います

けれども、ぜひそういうことを踏まえて、検討会でもいろいろな意見を、そして簡単に決め

ないように。１回や２回の委員会で統合するだとか、そういうことでないように。地域住民

に説明会もやる、委員会の説明会もする、そして議員の皆さんにも説明をする。そういうこ

とで、統合等を含めてやっていきたいなと思います。 

  もう一度、子供たちの教育の中で統合について、やはり近隣の市町で過去にいろいろな、

統合問題について話題になってきたわけですけれども、今、ちょっと合併問題と一緒で話が

出てこないのかなというわけですけれども、私も下田の人たちにも聞くと、やはり統合した

ほうがよかったかなと、そういう話も聞くわけですよ。 

  そう思う中で、何度も言うように、ぜひこの問題については時間をかけて、ぜひ統合問題、

そして学校の部活、特に今ここにちょっと古い資料があるわけですけれども、熱川・稲取中

学校の部活の内容ですけれども、数は大体、稲取も河津も一緒なんですけれども、やはり部

活動、特に陸上部あたりが両校とも廃部になっているわけです。そして、子供たちの父兄に

聞くと、うちの子供は球技より飛ぶしかない、飛ぶことだけだよと、そういう話も聞くわけ

です。ぜひ子供たちの体力づくりのためにも、そういうことも含めてぜひ検討していただき

たいなと思います。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） まず、子供に対する気持ちでございます。 

  これは、うちだって教育長だって、清水町、長泉に気持ちは負けませんよ。子供に対する

思いは、それだけやっぱり子供は町の宝でございますから、その思いに対しましては私は絶

対、教育長も、清水町、長泉町に対する気持ちは変わりません。ただ、施策に対しましては、

やっぱり財政というようなことがあります。施策に対しましてはちょっと長泉町のようなこ

とはできないということを言っているのでありまして、子供に対する気持ちは私も教育長も

負けないつもりでおりますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  統合に関しましては本当に、飯田議員が言うように、これは十分審議した中で、地元住民

また納得した中で統合していきたい、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。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 
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○教育長（金指善郎君） 統合について十分な配慮とか、十分な検討とかということで御意見

をいただいておりますけれども、前の統合のときの話を聞く中で、とにかく地元住民の大反

対でというようなことを私が何となく聞いているものですから、その辺はまず十分配慮しな

ければならないのかなと、そういうようなことを思いました。ただ、本当に子供のことだけ

を考えて、そこを中心に考えれば、住民のことは後だろう、今の子供たちの教育のほうが大

事ではないか、子供たちの環境のほうが大事ではないかなということも一部思いますけれど

も、その辺は簡単に個人的な意見をあんまり出してはいけない、やっぱりみんなの意見を聞

く必要はある、そういうふうに思います。 

  それから、学校経営の中での今、部活動とかそういう話もございましたけれども、学校経

営につきましては、全て現状の教職員の体制の中でどういう学校経営をしていくかというこ

とは、各校長先生のお考えにお任せしてございますので、現状で果たしてこれだけの部活動

の数がどうのこうのということにつきまして、教育委員会のほうで校長のほうに意見を言う

つもりはございません。全部校長のほうへ任せていきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、防災対策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） ２問目、防災対策についてを伺います。 

  県下、地震による津波対応が報じられている中、防災対策はどのようになっているか。 

  １点目、庁舎津波対応は。 

  ２点目、庁舎移転計画はあるのか。 

  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、防災対策については２点からの質問となっており

ますので、順次お答えいたします。 

  １点目の庁舎津波対応はについてですが、飯田議員も御存じと思いますが、南海トラフ巨

大地震被害想定や相模トラフ側で発生する地震被害想定におきまして、当町の最大津波高は

志津摩海岸で14メートル、平均８メートルとなっております。 

  ここ稲取漁港内では、液状化に加え９メートルの津波高が想定されており、庁舎２階まで

が浸水するとされております。 
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  現在、県主導で沿岸の防波堤などの強靭化対策として「静岡モデル推進検討会」を立ち上

げ、粘り強い防波堤などを整備し、津波の威力を弱めるとともに、浸水区域を少なくするた

めの対策を検討しているところであります。 

  庁舎の津波対策につきましては、立地上、津波を防ぐことができませんので、職員及び来

庁された住民につきましては、３階以上への避難について訓練を行っているところでありま

す。 

  また、非常電源につきましては、庁舎建設当初から５階のペントハウスに設置しておりま

すので、防災関係機器への電源の確保は図られております。 

  さらに、電算業務につきましては、バックアップを町外や熱川支所に設置するなど対応を

図っております。 

  次に、２点目の庁舎移転計画はあるのかについてですが、東日本大震災を教訓とした津波

浸水区域外への庁舎移転につきましては、庁舎移転に係る建設費への国及び県の補助制度が

なく、自主財源での整備となるため、庁舎の移転は考えておりません。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、簡単な御答弁でございますけれども、町長も含め、同僚議員も防

災の勉強をしておられるわけですけれども、地震、津波、いろいろな新聞報道等を見る中で、

今、町長が言われたように南海トラフあるいは相模トラフということであるわけですけれど

も、過去、1703年の元禄地震や1923年（大正15年）の関東大震災の資料等を見まして、いろ

いろなことが載っているわけですけれども、県の第４次被害想定、これ、町長今言われまし

たけれども、夏になるか９月になるか、想定の見直しがされてくるということですけれども、

相模トラフの関係を見ますと、伊東市、熱海市では南海トラフ地震よりも相模トラフ地震に

よる津波被害のほうが大規模になるよということで、新聞あるいはいろいろなほうで報道さ

れ、公表されているわけです。 

  その中で、マグニチュード８程度の地震が起きている大正型関東地震、震度が大変高い、

これをレベル１、マグニチュード8.2程度の元禄型地震をレベル２と位置づけを昨年したわ

けですけれども、東伊豆町のレベル１、レベル２について、庁舎への津波到達時間、被害想

定を含めた津波対応はどのようになっているのかをお聞きします。 

  今、ちょっと上がってくるときに、エレベーターに入る前に海抜表示があり、2.1メート

ルであると、人間の背の高さぐらいの１階の高さが2.1メートル。そしてお聞きしますけれ
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ども、標高と海抜の違い、わかっていたらちょっと御答弁お願いします。 

  そういうことで、大変厳しい状況になってくるなと思うわけですけれども、職員がいるわ

けですけれども、この庁舎についてちょっとお話があるわけですけれども、昨年の11月28日

に自民党県議団がこの町に来町したわけです。下田土木の所長、職員、そして町の担当課職

員、湯ヶ岡赤川線、そして稲取漁港等を視察をして帰ったわけですけれども、そのときに出

た話が、議員「何この町の庁舎は」と、町長に言うわけですよ。「町長、いつ流されてもお

かしくないね」と、そんな話を議員団、政調会長がお話をするわけですけれども、これ、職

員、町長にそんな、担当課に話をしたかな、聞いたかな。わかってなかったら、これ間違い

なくそういう話が出たんです。ぜひ早く県へ上げてくれよと、議員がです。県議会の議員の

人たちが「下田市役所どころじゃないじゃない」と、「どうなってるんだ、この東伊豆町の

庁舎は」と、「何にも町民の声はないのか」と、そういう話が出たわけです。これ、現実の

話ですよ。早く県へ上げてくださいよと。 

  町長「お金がないからすぐやらないよ」とすぐ答えるわけですけれども、やはり主に南海

トラフ、いろいろなことで出ていますけれども、今、町長、町として防災センターの建設に

向けた方向で進んでおるようですけれども、私はこの問題については、この後２番議員が一

般質問にしますので、答弁のほうはいいです。 

  しかし、いざ車が通れなくなった、歩いて行くしかないよとなったときに、あの位置が適

当なのかなと、そんなふうにも私は考えます。ぜひ、その点について御答弁をひとつお願い

をしたいと思います。 

  次に、庁舎の移転計画はあるかということでお伺いするわけですけれども、やはり同じよ

うに、今言ったように下田土木の関係、それから県議の方たちが言った話、そういうことも

含めて、ぜひこの問題について、町長、御答弁を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） まず、庁舎移転の件と津波で、事務的なことは参事から申しますけれ

ども、基本的には県議団が来てそのようなことを言ったと、飯田議員または職員から聞いて

認識はしております。 

  しかしながら、本当この庁舎移転となると、もうそれこそ大変な金額、確かに県の補助金

があるとしましても数億円の金がかかると自分としては考えております。そんな中で、果た

してそこまで、当然それは基金を積み立てた中でやっていくのはあれですけれども、今現在

すぐに庁舎移転となると、なかなか財政的な面もございますのでできないというような中で、
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最小限の災害対策本部だけは、言っているように移転していきたいという考えの中で今やっ

ているのが現状でございます。 

  そういう中で今、他市町さんのことは本当は言いたくないんですが、下田市と比較した中

で、私は下田市の庁舎よりもうちの庁舎のほうがよっぽどもつと考えております。向こうは

木造と─本当は下田のことは言いたくない。今、飯田議員からそういう質問がありました

もので、基本的には私は下田の庁舎には東伊豆の庁舎は負けない、そういう気持ちでおりま

すもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、どう地震が来るか、それは災害が一番うちの町は心配でございますし、震

源地がどこで起きるかによってこの災害が大分違ってきております。震源地がわからない以

上は、この建物は一応杭も打っておりますし、ある程度そういう地盤強化の杭を打っている

中で鉄筋コンクリートとなっておりますもので、庁舎内、今、壇上で言ったように、とりあ

えず津波が来ても３階以上は十分避難できるという中で、３階に皆さん避難してください、

今そういうことでやっておりますもので、御理解願いたいと。 

  当然、基金、お金があれば、それは庁舎移転を考えていきますが、この財政厳しい中で、

これから基金を積んだ中でそういう計画もござろうかと思いますけれども、それで県会側、

本当に金を全部出してくれればそれはやりますよ。しかしながら、どれだけのお金を県が出

してくれるか。やっぱり、私が一番いろんな面で言うのは、県会の人のことを言うわけでは

ありません。要するに、県からどんどんやれと言うんですけれども、その裏づけとなるお金

を町が負担しなければならない。議員の方が言うのは勝手ですよ、はっきり言って。やっぱ

り、やるほうとしてはお金を、いかに財源を工面するか、そういうことを考えた中で財政運

用していかなければならないと考えておりますもので、議員さんがこの庁舎を見ればそうい

うことは当然言うことは自分としては思っておりますけれども、いろいろな面、財政的な面

を考えて、当然やれば一番いいことだと思いますけれども、そういう面の中で町政運営をし

ていきたい、基金を積み立てていきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いた

いと思います。 

  あと、ちょっと事務的なことを。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、御質問のありました相模トラフ側での津波の到達時

間になりますが、大体５分というふうに言われております。これは、最も東伊豆町に近い西

相模断層というか、領域で発生した場合の到達時間となっております。 
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  それで、予知想定で想定されていますＬ１につきましては、最大４メートル、平均３メー

トルとなっております。Ｌ２につきましては、予知想定では８メートル、平均６メートルと

なっております。 

  それと、海抜と標高の違いでありますが、今は両方とも同じような意味合いで使われてお

ります。基本的にうちのほうで今、海抜表示しておりますのは、東京湾の海面を基準とした

Ｔ．Ｐ．という中で海抜表示をさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 町長、それから担当課、今、レベル１等の津波到達時間等はお話をし

ていただいたわけですけれども、大変気になるなと、早いなということで危惧するわけです

けれども。 

  そういう中で、相模トラフを含めて、３年前の3.11の地震について、ここに本があるわけ

です。読んだ方があろうかと思いますけれども、「『地震の目』で予知する次の大地震」、

木村政昭という方がこの本の中で、その前の年に出版をしているわけですけれども、予測を

しているんです。ただ、東北とかそういうことではないですけれども、三陸沖に地震が起き

るよと。この方は、伊豆大島の噴火、それから普賢岳、新潟中越地震等の─また機会があ

ったら読んでくださいよ─予測をしているんです。そして、一番番書いてあることは、相

模トラフについて、大変この東海岸怖いよと、そういうことでこの本が出ています。ぜひ、

時間があったら皆さん読んでくださいよ。 

  そういうことであるわけですけれども、町のこの庁舎についても先般いろんな資料を、町

とのあれで調べてみましたけれども、この庁舎、昭和34年４月１日に、町長、職員も知って

いるかと思いますけれども、稲取、そして城東と合併をして、昭和34年５月３日以降、これ

は選挙だと思いますけれども、以降の新議員により新庁舎の建設が協議されています。この

建物が協議されたわけです。そして、そのとき出たことが、熱川中学校建設を第一に重点に

して考えようということで、新庁舎の建設がちょっと見送りになったようです。財政的なこ

ともあったようですけれども。その後、昭和44年12月16日、庁舎建設特別委員会が開催され、

町の中心として白田が有力、また、河津町との合併、常設消防などを考えたときには稲取が

よいのではないかという意見が出されているわけです。 

  そして、昭和55年７月４日、東伊豆町役場庁舎用地審議会が設置され、20名の委員により
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調査検討に入ったわけです。用地も用地選定、そして広さは1,000坪、建設候補地について

も稲取、白田、片瀬、熱川といったところが候補地として挙げられて、昭和57年５月21日、

第13回特別委員会にて稲取漁港埋立地に庁舎建設用地が決定、確保してこの建物が建ったわ

けですけれども、そのときに出た意見が、これ記録に残っているんですよ。委員の中からも、

地震を想定した場合津波等の心配があり、災害対策本部として問題あるのではないかという

意見が記録として残っているわけです。職員の中でもそのときにいた方があるのかな。そう

いうことで、これは記録に残っています。 

  総工費が、さっき町長、大変お金がかかるよと、当時のお金で11億3,500万円のお金がか

かって庁舎建設したわけです。やはり、１億、２億の予算で、町長よく金がないよ、金がな

いよと言うわけですけれども、予算が１億、２億ではなかなかできるものではありません。

今後、庁舎の移転あるいは建設、先ほどから教育長と学校の統合等の話をしていますけれど

も、用地として稲取小学校あたりがいいのかな、移転するにはあの辺がいいのかな、私は個

人的に思うわけですけれども、やはりこの建設について、今、町長が言っているように基金、

ただの普通の基金じゃないですよ。この建物の基金として、今後積み立てていく必要もある

のではないかなと私は考えます。 

  以上で私の質問終わりますけれども、御答弁のほうを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） 今、もろもろこの庁舎ができる経緯を説明していただいた。これは先

人たちが決めたことでございますので、私は言うことはございませんけれども、その中で津

波に対する啓蒙もあったという今、飯田議員から伝えられました。 

  そういう中で、庁舎の移転でございます。これはまだ今後、今すぐはといっても、この庁

舎つくったときも10億円近くかかったもので、やはりそれ相当の、庁舎移転となるとそのぐ

らいの金額がかかるのではないかと私は考えております。その中で今、とりあえず避難所を

兼ねた災害対策本部的なものをちょっとやりたいなという中で今、議会の皆さんが提案して

やっている中で、５年、10年というふうになるのは、やっぱり第１問で言ったように、学校

の統合とかいろんな問題が出てくる中で当然子供数も減ってきますもので、そういう中でま

た小学校、中学校、いろんなところの空き教室とか空きの建物、いろんなことが想定されま

すので、そういうことができた中で庁舎のこともまた総体的に考えていきたいというのが今

自分の頭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。 

  以上です。 
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○議長（鈴木 勉君） 以上で３番、飯田さんの一般質問を終結いたします。 

  ここで11時０分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午前１０時５９分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎発言訂正について 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さんの一般質問の前に、先ほどの３番、飯田さんの質問に

対して、当局側の答弁についての訂正をしたいとの申し出が総務課参事よりありましたので、

これを許可いたします。 

  総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） 先ほど、相模トラフ側の最大Ｌ２の津波高ということで、８メ

ートル、６メートルと申しましたが、実際につきましては最大６メートル、平均４メートル

となりますので、訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さんより、一般質問で掲示板を使用したいとの申し出があ

りましたので、これを許可します。 

  次に、６番、藤井さんの第１問、金目鯛のモニュメントの活用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） 皆さん、こんにちは。 

  それでは、通告しておきました質問、３問通告してありますが、１問ずつ御答弁いただき
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たいと思います。 

  目下サッカーのワールドカップが開催されて、残念ながら初戦落としてしまったんですが、

その中で日本人のサポーターがその後の会場のごみ拾い等をやっているということが全世界

に流されて、非常に感動を呼んでいるということで、まことに、試合には負けたけれども、

そういったサポーターの態度が非常に勝ったのではないかということで、何となく誇らしい

ような気持ちにもなります。 

  私たちの町でも月一遍、海岸清掃をやっているグループがありまして、その中に小学生が

２人加わってくるんですね。これは非常にいいことだなというふうに私も見ております。こ

ういった小学生が大きくなってサッカーのサポーターになりますと、ああいうふうに全世界

に称賛されるような子供になるのかなというふうに思うわけでございます。 

  そんなことがある１週間でございますが、本日は私も３問通告しておりましたので、よろ

しく御答弁いただきたいと思います。 

  まず、第１問ですが、稲取駅前にありまして観光客にも親しまれてきた金目鯛のモニュメ

ント、それがもう見えなくなって久しいわけですけれども、これについてお尋ねいたします。 

  現在どうなっているのか。それから、金目鯛をブランド化した町としてこのモニュメント

を活用すべきではないかということでございます。また、活用の一環として再設置を考えて

いるかどうかというふうなことをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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、金目鯛のモニュメントの活用については３点から

の質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の現在どうなっているかについてですが、御指摘の金目鯛のモニュメントは、

稲取駅前通り商店会が商工会の商店街環境整備事業により、平成６年に県から補助を受けて

伊豆稲取駅前広場に設置したものであります。 

  平成24年９月の伊豆急行沿線活性化事業の一環による稲取駅前ロータリーの江戸城築城石

ふるさと広場の整備に伴い、地権者の要請により撤去することとなり、現在は商工会からの

依頼を受けてアスド会館に一時保管をさせていただいております。 

  次に、２点目の金目鯛をブランド化した町として活用を促すべきではについてですが、昨

年６月に「稲取キンメ」が地域産業の活性化や地域おこしに大変有効な地域ブランドとして
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特許庁の「地域団体商標」に登録され、６次産業化を目指す町としては、当モニュメントの

活用を含めて、今後も全国に向けて「稲取キンメ」の情報発信やＰＲの強化を図っていくこ

とが必要であると考えております。 

  次に、３点目の再設置の可能性はについてですが、当モニュメントは経年劣化や仕掛けの

故障等でオーバーホールを要することから、商工会では現在、製作者に見積もりをお願いし

ていると伺っており、所有者である商工会の意向を踏まえた上で、要望があれば設置場所の

選定を含めた対応を図っ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） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） これは町の所有でないということは存じております。ただ、町のほう

もかなりこれ補助したのではないかと思うんですが、どのくらいの補助をしたかどうか、ち

ょっとわかればお答えいただきたいなというふうに思います。 

  そういった意味で、私は別に町の責任がどうとかこうとかということではなくて、やはり

せっかく金目鯛をブランド化して、それを売り出そうというやさきに、せっかく今まであっ

た、親しみを込めて、みんな電車の待ち時間とか、あるいはおりてきたときにちょっとさわ

ったりというふうにしてなじみが出てきたといいますか、１つの稲取の駅前のシンボルにな

っていたものがなくなってしまったということで、非常にちょっと、どこへ行ったんだろう、

残念だなと思っていたわけです。その点で、この前たまたまアスド会館に行きましたら、そ

こに横たわったような状態であるわけですよね。それで、これは横倒しになっているわけで、

魚ですからまないたに乗ったコイじゃあるまいし、横になっているというのはちょっとやっ

ぱりあんまりよくないなと。 

  それでこれ、町長おっしゃるようにアスド会館にございました。アスド会館は、最近いろ

んなイベントにも使われたりしておりまして、かなり他市町さんからもお見えになるわけで

すよね。そのときに、町民ならず、他市町村の人たちの目にも触れるということで、あんな

ふうにせっかくのものを置いたのではまずいのではないかなと、私ちょっと心が痛みまして、

早速これは何とかしなくちゃならないと考えて質問に及んだわけです。 

  駅前の商店街の方にも聞きました。それから、商工会の方にも間接的にちょっと伺ったり

したんですが、今現在はちょっと撤去というか、ここに現在はありません。町長おっしゃる

ように、何か所有者が場所を現在検討で、ひょっとしたらそのオーバーホールに出している

のではないかというようなことでございますが、もしそうであればまことにいいことだなと
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思います。 

  そのように、私ここにも活性化を促すべきではないかというふうに書いたのは、別に町そ

のものがこれはどうこうするものではないという意味で、活性化を促すと。これをもっとこ

ういうふうに使ったほうがいいよとか、あるいはどの辺に、場所として設置するので、そこ

は町の土地を貸すよとか、あるいは海岸のこういうところに置いたほうがいいとかというよ

うな形で、町もアドバイスしたり、いろんな形で指導すべきではないかというふうに思うわ

けで、その点、町も今言った補助したのではないかという金額と同時に、またその場所なん

かの便宜を図る考えおありかどうか、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、壇上で言った商工会の商店街環境整備事業、これは町がどれだ

け補助金を助成したかということは事務局のほうから。 

  そういうわけで、この持ち物はあくまでも商工会の所有でございますもので、町がこのよ

うにしたい、あのようにしたいとは言えません。商工会のものでございますから、やっぱり

商工会が中心となりましてこういうことをしたいと町に言ってくれば、それは町は今言った

ように、町有地を持ってもいいです。まず、商工会が提案していただいた中で町はやってい

きたい、そういう考えでございます。これが町の所有物であるなら、もう全面的にやります

けれども、あくまで商工会の所有物でございますもので、商工会がそういう町有地の貸し付

けとかそういうことがありましたら、それは相談しながら、これは町の活性化につなげてい

きたい、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） ただいまお尋ねの事業費の内訳でございますけれども、これ

につきましては平成６年度稲取駅前通り商店街観光整備事業ということで事業実施いたしま

して、事業費全体で3,380万円、うち県の補助金が500万円、自己負担ということで町の補助

が2,880万円でございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 明快なお答えでありがとうございます。 

  これ3,380万とやっぱり多額の金がかかっているわけで、県からも500万が補助されたけれ

ども、大部分はやはり町のほうも出しているわけで、こういった大きな金額も出してつくっ
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たものを、やはりそのまま山のあたりとか人目につかないようなところに置いては、これは

本当にもったいない話で、ひとつなるべく、金目鯛ですから、観光客がたくさん行くような、

しかもあんまり山ではないところが私はいいのではないかと思うんですが。 

  それで、潮風が当たるという意見もありまして、さびるのではないか、これ金属製のもの

ですから、そういう意見もございますけれども、芸術作品の一つですから、これはやはり制

作者に敬意を払う意味でも、きちんとやっぱり磨いたり、メンテナンスなんかも含めて、や

はり町の１つシンボルとして、ぜひ再設置をお願いしておきたいなというふうに思いますの

で、ひとつよろしくお願いいたします。 

（何事か言う声あり） 

○６番（藤井廣明君） 全体的にというね、それはわかります。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事業費の内容は、また事務局から説明させます。 

  これは基本的に、何回も言うけれども、あくまでも商工会の持ち物でございます。そうい

う中で、やっぱり当初建てるときは、全部維持管理は自分たちが持ちますよという中で、や

っぱり財政状況が厳しくなってくると何とか町でしてくれ、今そういうのが大変多いですよ。

やっぱり当時、財政がいいときは、町にお願いした中で後の維持管理は自分ちがやりますか

らという中で、財政大分苦しくなってきますと、もう当時のことは忘れちゃって、全て町に

お願いしたいというそういう現状でございますもので、できるだけ当時の気持ちを忘れない

で、やっぱり当時つくるものは町にお願いしても、後の維持管理は全て私たちがやる、そう

いう気持ちを町民の方も忘れないで今後やっていただけば、町としては大変ありがたいと。 

  そういう中で、やっぱり本当いいものですから、商工会からそういう何か提案がありまし

たらば、町は積極的に町の活性化につなげていきたい、そういう考えでございますもので、

御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） ただいまの事業費の内容について、これ全体で3,380万円と

いうことで、その内容について補足させていただきます。 

  これにつきましては、稲取駅前通り商店会ということで稲取の駅の前から役場の前の信号、

かっぱ食堂さんの前、それから元ヤオハンさんの通りの駅前の全体の商店会の環境整備とい

うことで今回、街路灯を55基設置しまして、その中に御案内のとおり、金目鯛の焼き物だと
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思うんですけれども、それを幾つか設置をさせていただいて、それからあとモニュメントと

いうことで、今回の金目鯛の作品を稲取の駅前に設置をさせていただいているということで、

合計で3,380万円という、そのような内容でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、来年度職員採用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問に移りたいと思います。 

  これは、来年度の職員採用についてということでお尋ねしたいんですが、先日、このよう

に町の新聞に折り込み広告が入っておりました。それについて、昨年もたしかこれは私９月

の議会でお尋ねした経過がございます。 

  それで、町の職員数についてという、当時尋ねたんですが、今回また、今年度もまた募集

ということで、昨年尋ねたときにはたしか９名募集で６名採用だったと。その後見ますと７

名採用ということで、４月の「広報ひがしいず」のほうに非常にフレッシュな新採用の職員

の顔写真入りで載っております。これはこれですばらしいなというふうに思っておりますが、

そこに今年度も６名採用ということで、毎年度これは採用ということなのかなということで、

それについてちょっとどういうことなのかなということでお尋ねしたいと思っているわけで

す。昨年採用の７人の顔写真は４月号に載っております。これで７人ですね。そういう意味

で、これについてお尋ねしたいわけでございます。 

  これについては、１番目に採用予定の募集の内訳、それから増加の見込数、それから予算

金額といったものをお尋ねしたい。 

  それから、２番目に、急激な人口の減少に応じた職員定数を見直すという考えは町長おあ

りかどうかということを伺いたい。 

  この急激な人口減少に関しては、私以前も、例えば明治維新のころの人口が3,340万人く

らいだったと、2100年くらいにも同じような人口になると。つまり、こんなふうに上ってこ

ういうふうになるというようなことをちょっと図で示したりした経過がございます。ですか

ら、全体的な流れの中で人口減少はあるんですけれども、特に非常な勢いで我が町も進んで

いるということで、そういったときに職員定数というのはこのままでいいのかどうかという

ことでお尋ねしたいと思います。 

  それから、３番目に、これは直接職員採用というようなことではないんですが、人件費枠

といいますか、全体に少しかかわると思いますので、もう過ぎたといえば過ぎたんですけれ
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ども、国から人件費を削減しなさいというふうな要請がありましたね。たしか、7.8％ずつ

全自治体にあったと思うんですが、それについて、我が町はどのように対応したのか、その

経過はどうかということについてお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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、来年度職員採用についての１点目、来年度職員採

用予定の募集内訳と、増加の見込み数とその予算は及び２点目、急激な人口減少に応じた職

員定数を見直す考えはについて関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  まず、１点目の来年度職員採用予定の募集内訳ですが、大卒・短大卒程度は一般事務職２

人、幼稚園教諭１人、土木事務技術職２人、電気技術職１人の募集を行いました。９月には、

高校卒程度で障害者雇用枠を含む一般事務職２人、消防士４人の募集を予定しております。

土木技術職と電気技術職、障害者雇用枠については、昨年度も募集いたしましたが、応募が

ありませんでしたので、引き続き今年も募集をかけさせていただきました。 

  職員増加の見込数ですが、一般事務職につきましては、４人退職に対し新規募集４人、う

ち障害者雇用枠１人ということで、増減はない予定であります。幼稚園教諭を１人募集、こ

れは平成25年度退職者２人に対し平成26年度に採用がなかったため、その補充となります。

また、消防士の募集予定につきましては、平成26年度退職者１人、平成27年度退職者２人及

び平成28年度消防の広域化を見込んだ募集となります。 

  予算ですが、平成26年度退職者の人件費が５人で4,501万円に対しまして、平成27年度新

規採用職員が募集どおり全て採用となった場合4,112万円となり、389万円の減額となる見込

みであります。 

  職員定数の見直しですが、東伊豆町職員定数条例で規定されている199人に対し平成21年

度を終期とする定員適正化計画では、目標値197人を上回る193人を達成いたしました。 

  平成26年４月１日現在の実職員数は185人となっており、適正化は図られております。ま

た、権限移譲による事務量の増大等を踏まえ、現時点で見直す予定はありませんが、今後、

人口減少の動向に注視しつつ、見直しを検討してまいります。 

  次に、３点目の国からの人件費の削減要請にどう対応したか、その経緯はについてですが、

国家公務員の給与については、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対する必要に鑑

み、一層の歳出削減が不可欠であることから、平成24年４月から平成26年３月末までの２年
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間、平均7.8％の給与減額支給措置が行われました。 

  これを受け、平成25年７月から地方公務員の給与も削減するよう要請がありました。しか

しながら、当町の毎年のラスパイレス指数を見ますと、絶えず低水準であり、給与は抑制さ

れております。また、定員適正化計画以上に職員数を削減し、人件費の削減にも取り組んで

きたところであります。 

  平成25年７月発表のラスパイレス指数を見ますと、平均7.8％の減額支給措置を実施した

国のラスパイレス指数を100としても、減額支給措置を実施していない当町のラスパイレス

指数は99.7％という数値でありました。 

  以上のことから、国からの給与削減措置の要請を見送った経緯がありますので、御理解を

お願いします。 

○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） これは、職員定数というのが条例によって定まっており、職員定数の

総数が199であるというふうに承りました。昨年度が198ですが、現在185だったというふう

にお答えいただいたわけですね。 

  その中で今回、募集しまして、また５人程度を見込んでいるというようなことかなという

ふうに思うわけですけれども、人口減少に関しては、これは後で他の議員の方、同僚議員た

くさんの方が取り上げているようですので、私は詳しく触れないようにしたいと思います。 

  ただ、町長ね、特徴的なのは、我が町が県下で２番目にやはり人口減少率、あるいは消滅

可能性が高いと言われているわけですよね。これは、ですから、私、非常に危機感を持って

いただきたいというふうに思うわけですよ。それで、定数以内であるから、あるいは21年を

終期とする適正化計画ですか、それに合致しているから、それを超えていないから適正であ

るというふうには私はちょっと言えないのではないかと思うんですよ。 

  年間200人ずつくらい、この町は人口減少しているわけですよね。そういうことであれば、

平成21年に掲げた定数適正化計画というふうなものがもう終わったというふうにおっしゃっ

ているわけですから、これはやっぱり新しい時代に即した定数適正化計画というものを策定

する必要があるのではないかというふうにひとつ要望しておきます。 

  それと、町条例の中で定数が決められて、総数が199と決められていると同時に、第２条

のほうに町長の事務部局職というふうなところが105人だと。そのほかの議会が３人、選管

が１、農業委員会１、教育委員会及びその教育関係が40、それから消防が36、水道関係、公
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営企業というふうにいっているようですが、これが13というふうになって、ずうっと変わっ

ていないようでございます。 

  それで、199となっているわけですけれども、その中の町長の事務部局職員というのが105

になっているんですけれども、「広報ひがしいず」の５月号等々の報告を見ますと、一般行

政職128というふうになっているわけですが、町長の事務部局職員というふうなものと一般

行政職というふうな間に少しそごがあるわけですよ。この辺はどんなふうに考えればいいの

か。そのほかの消防関係、あるいは水道関係はみんないいわけですから、ここのところは一

体どうなっているのか、この差ですね、１つ。 

  教育関係はわかります。それから、例えば募集においても幼稚園の教諭、例えば１名募集

ということであれば、これはやむを得ないだろうというふうに思うわけですが、一般事務職

におきまして、内部の異動等々に関しては町長の権限で、任命権者の権限だということはよ

くわかります。ただ、現在、第２条で定められている町長の権限における事務部局職員が

105になっており、しかし一方、町で発表している一般行政職というのが128になっているわ

けで、ここのところの差がやはりちょっとわからないということで、どういうふうに考える

か、その点お尋ねしたい。 

  いろんなことをお尋ねしたいとは思うんですが、そのほかにあともう１点伺っておきたい

のは、ここの定数の、私が要求している適正化計画の要求している根拠ですね。これに関し

てちょっと申し上げます。 

  資料を皆さんの手元にも置きましたけれども、これは各市町、この辺の賀茂地区関係の市

町の予算案が発表されました、当初予算ですね。その中で、一体人件費はどのくらいを占め

ているのかということで、先ほど飯田議員も、教育費なんかでどのぐらいを占めているとい

うふうなパーセンテージをあれしましたけれども、私もちょっと調べましたら、東伊豆町の

予算47億8,600万のうち、人件費が26.4％を占めているということでございます。 

  この辺の伊豆の国市、伊東市、西伊豆、河津、南伊豆、松崎、伊豆市、下田市、この辺の

平均が約19.8％ということで20％を切っているわけですよ。そうしますと、これは非常にや

はりうちの町が断トツに高いということが言えるわけで、これは私が別に恣意的に言ってい

るのではなくて、伊豆新聞等に発表されているグラフ等から作成した内容でございます。 

  以前はこれもっと高く、30％を超えたような時期もあるようでございますけれども、現在

はとにかく26.4％と。ですから、高い、低いはいろいろあるかと思いますけれども、そうい

ったものが１つです。 
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  それから、資料の２番目、これは人口1,000人当たりの職員数というのは一体どう考えれ

ばいいのかということで、総務省発行の決算カードというのがございますね。誰でも見れま

すし、町も発行しているわけで、総務省発行の決算カードから調べますと、一般職員数147

というふうな数字が出ていますが、これは教育関係を抜いたりとかというふうにしているの

かなと思います。 

  その中で、静岡県の35の市町あるわけですけれども、その中で上から４番目に、1,000人

当たりの職員が多いというランクになっているわけですよ。多いといいますか、高いという

ことでね。数字で言いますと10.79、1,000人当たり職員が10.7人いますというふうになって

いて非常に高い数値、とにかく県で上から４番目に1,000人当たりの職員数が高いですよと、

数値が高いというふうに指摘されているわけですよ。 

  そのことをですね、同じ10.79という数字を覚えておいていただきたいと思うんですが、

これを経年別に、いわゆる10年前ぐらいから、ちょっとその先も14年、15年なんていうのは

ありますけれども、統計上は10年前ぐらいから出して見ていただきたいと思うんですが、ナ

ンバー３の資料ですよね。これで見ますと、平成16年くらいには、それでもうちの町は全市

町村の中で21位であった。1,000人当たり８人くらいの8．幾つくらいの職員数であった。そ

れが統計が出ている平成24年、これには先ほど申したように４位になっている。覚えておい

てほしいと言ったその数字の10.79人、10人を超えているということで、県下で４番目に高

いですよということが言われているわけですよ。 

  これにはいろんな理由があったりしているかと思いますけれども、私が言いたいのはどん

どん悪くなっている。例えば、町長御就任なされたのが平成18年ですか、そのくらいにはま

だ12くらいだったんですが、現在だんだん順位が上がってきて４位というような数値になっ

ているということで、非常に客観的に見ていただきたいと思うんですが、私は職員数に関し

ては、ここの高い数値を示しているということが言えるのではないかというふうに思うわけ

ですよ。 

  そこで、では、この町の１人１人の所得、県民所得というのは一体どうなんだと。これが

またですね、これは資料の４というところに示してありますが、下から３番目です。県民所

得からいいますと、全35市町の中で下から３番目、平均が314のところ、うちの町は224万円

であるというふうになっているわけですよね。これは、伊豆半島が相対的に何か大きな産業

もなく、ちょっと貧しいというふうなことも言えるのかなと。これは、かつて伊豆新聞なん

かのコラムにもちょっと載っていたようでしたけれども、何しろ伊豆半島の市町がずらりと
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下位のほうを占めているわけです。これは、県の統計局の方にもちょっと問い合わせしたら、

そっくりそのまま全部所得というふうにいうのはちょっと危険だから、注意して使うように

というふうなコメントをいただきまして、私もその辺はそうだろうと。総収入、それを人口

で割ったり、いろんなことはしているのではないかと多少の理解はしますけれども、ただ、

いずれにせよこういったものが、平成23年度の静岡県の地域経済計算という中からこんなふ

うに発表されております。 

  こういうふうに、１、２、３で見てきたように、非常に町の職員数は高い数値を示してい

る。その中で、住民は非常に低いほうの所得にランクされている。このことが、やはり私は

少し危機感を持ってほしいというふうに言ったのはそういった意味です。これは財政の硬直

化を招くのではないか。そうしますと、一番困るのは町長ではないですかね。いろんなこと、

やりたいなと思う事業もほとんどできないような状態になる。 

  それで、これはまた、さっきからいろいろ観光も減少している、税収も減少しているとい

う中で、しかしながら、庁舎の移転なんかも考えなくちゃならないのではないか。これは今、

町長は今すぐには考えていないというふうなお答えでしたけれども、そういうこととか、要

するに防災ですね。それとか、どうですか、水道事業なんかもこれ新しく考えなくちゃなら

ない、ごみの焼却施設等もこれはもう老朽化してきている、こういった大型事業が少し迫っ

てきているわけですよ。その中で、予算が非常に少ない、観光客も減少しているということ

はずうっとついているわけで、このままでいっていいのかどうか。私は人件費だけではなく

て、全てに対して、町の予算に対して冗費削減ということでくくれば、無駄な予算を削って、

これは町の予算をもっと健全化しなければならないのではないかと思うわけですよ。 

  例えば、１つ、ごみの焼却の問題が出ましたのでちょっと申しますと、私、そこの委員に

なっていますのでね。 

○議長（鈴木 勉君） 藤井さん、ちょっと一般質問の枠が外れているような気がしますから、

もとへ戻してください。 

○６番（藤井廣明君） わかりました、了解です。 

  そういったことで、非常に逼迫している中で、こういう人事募集を昨年に続きまたしてい

くという中で、それは毎年するからするのだというふうなことではなくて、やはり町財政、

あるいは人口減少の中で定数の適正化を図っていかなければならないのではないかという趣

旨でございますので、ひとつよろしく質問にお答えいただきたいというふうに思います。お

願いいたします。 
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○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、いろいろ藤井議員から質問がありました。答弁漏れがありまし

たらば言っていただければ。 

  そういう中で、町長部局が105人、一般行政が128、これは総務課長から、どうしてそうな

るかは答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

  そういう中で、壇上でも言っていますように、もうここも人口減少がわかっている中で、

定数の削減は当然今のままでいいかとなれば、それはよくはないと自分は考えておりますの

で、それは十分認識した中で、壇上で言ったように十分注意した中で定員はやっていきたい、

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。 

  その中で一番の問題は、やっぱりうちの町が単独消防を持っているということでございま

す。それで、これが消防が広域となった場合、職員数は極端に減ります。今、消防職員が三

十何人います。その三十何人を削った場合、うちの職員、一般職がどうなっていくかという

中で、やっぱり藤井議員にも認識してもらいたいのは、町の単独消防が人件費が県下で高い

ということを示している１つの原因であるということを御理解願いたいと思います。私は、

この消防が今期内は人件費ががくんと減ってくると自分自身は考えております。 

  それで、ちょっと藤井議員に確認したいのは、経年変化の中で、平成20年から21年の中で

うちの町の一般職員が34人増えているんですよね。これはどういうわけですか。その辺ちょ

っと、私は資料を出すならこの辺のところをちゃんと確認した中で。何しろこれを見ると、

平成20年一般職員数115人、平成21年が149人と、ここでも三十何人増えているんです。この

意味がちょっとわからないもので、あとはその辺またわかったらば教えていただければ大変

ありがたいと思います。そういうので、それは後で結構ですよ。 

  そういう中で、基本的には町単で単独消防を持っているのは、やっぱりうちの町の人件費

というものが高いことということは御理解願いたいと。 

  そして、給与の関係で、壇上で言ったように国家公務員はよかったですよ、はっきり言っ

て。国家公務員がいいと、うちの町はラスパイレスは91か92ですよ。そういう中で、やっと

国家公務員が7.8を100になったときに、壇上でも言ったように、うちの町のラスパイレスが

100とは言わなくても99.7と、やっと国家公務員並みになったんですよ。そういう中で、や

っぱり国がやれと言ったって、うちの町は壇上でも言ったように、それまでに職員の削減も

しております。そういう中で、給与だって、職員だって家庭がありますものでね。そういう

中で、国家公務員に比べて８％、７％低い給与の中でやっている中で、いくら国が7.8％や
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ったから、さらに地方のほうでもやれと言いましても、町を預かる人間といたしまして、や

っぱり職員だって家族を持っておりますもので、やっとここで国家公務員並みになったなと

いう中で今回見送った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。 

  さらに、今、所得が県下で、これは十分認識しております。これは当然、町を預かる者と

して、所得は上げていきたいなということをやっていく中でなかなか上がらないのが現状で

ございますもので、この辺は理解しておりますもので、何しろこの伊豆南地区の所得が静岡

県でも最低ということはもう十分認識している中での町政を預かると。そういう中で、やっ

ぱり町としても何とか所得が上がるような方法、施策をしていきたいと考えておりますもの

で、御理解願いたいと思います。 

  あとは、町長部局と一般行政に関しましては、総務課長より答弁させますので、よろしく。 

  それで、定員適正化に関しましては、壇上で言ったとおり、時代に対応した中でこれはや

っていきたい、そういう考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 藤井議員の定数条例におけます職員の定数の町長部局

105名、あるいは議会事務局職員３名、これで合計で199名という内容と、広報の128名の関

係ですが、これは考え方というか、記載の方法が違うだけでして、条例的には199名で町長

部局105名ということになっておりますが、広報のほうにおきましては、この128名の中は、

一般会計あるいは教育委員会、議会を含む職員数が128名ということで、消防職、技能職、

水道課の公営企業、その他の３名は介護の包括支援センターの職員という形で、載せ方が統

計的に違うということで、条例的にはこういう形の町長の事務部局とか、こういうような形

なっておりますが、広報上はこういう記載の仕方、これは19年からずうっと同じように載せ

ていますので、ここで載せ方を変えてしまうとまた混乱しますので、長年同じ形で掲載させ

ていただいているという内容になろうかと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 統計のとり方といいますか、名目等がちょっと違うというようなこと

で128人と105人の差はわかったんですが、ただ、幾つか伺いたいなと思っているところがま

だあります。 
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  これは、消防の存在が非常にうちの町の人件費を押し上げているというようなことは、以

前にも町長お答えいただきました。しかし、これはどうでしょうか、各市町単独であろうと

なかろうと、一部事務組合であろうとなかろうと、これはかなりそういった人件のあれはあ

るわけで、そうであればあるように、私は時代の流れでね。これは非常に景気のよかったこ

ろ、町も財政も豊かだったころにそうなったんだというのであれば、それはそれでわかりま

すよ。だけれども、現在そういう時代ではないということで、いつまでも同じような認識で

いいのかというのが１つです。 

  それから、先ほど、経年の中で20年と21年のその違いですね。115人から149人になってい

るというんですが、これは総務省の決算カードのほうにそういうふうに出ているわけですよ。 

（何事か言う声あり） 

○６番（藤井廣明君） いえいえ、ですから、それをごらんになってください。私が恣意的に

数字をいじったりなんかしているのではありません。ですから、それは逆に私が、何でこん

なに一遍に増えたんでしょうねと、統計のとり方が違うんでしょうかどうかとか、町長に私

のほうが聞きたいくらいなんです。 

  ですから、こういう現在は147人だけれども、平成20年くらいまでは115人とか117人とか

という数字で来ていたわけで、それは１桁台だったわけですよ。ですから、そこから先、現

在２桁になってきているということで、これに関しては私があれこれ言っているのではなく

て、全国の市町村からの決算カードを総務省が集めて、その中で記載してありますものです

から、納得できるとか、できないとかではなくて、私は逆になぜでしょうねと、町長に本当

に聞きたいですね。 

（何事か言う声あり） 

○６番（藤井廣明君） もし間違っていたら、私訂正いたします。しかし、私何度も調べまし

て、決算カードにはこのように出ておりますので、町長のほうも、私もまさかだに恣意的に

ありもしない数字を上げて、職員数が多いですよなんていうふうなことは言えないわけです

よ。そういったことですので、これはまた私も調べますし、町長のほうも調べてくださいね。 

  それで、また質問の内容ですが、消防があるからだということで、これから統合すればが

くんと下がるのではないかという話を今されました。今、消防統合もずうっと進んで、協議

会が開かれている段階になりますので、それはそれで期待したいと思います。 

  それともう一つ、細かい点なんですが、募集なんかにおいての定数枠がありますけれども、

その中であれですか、技術職とそれから一般事務職、あるいはその他の部門との異動といい
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ますか、流動はありますか。それを１つ伺っておきます。 

  それと、細かい点ですがまたお伺いしたいと思いますが、かつてありました幼稚園の統合

園長という制度は現在はあるかどうか、これに関してもちょっと承っておきます。 

  それから、例えばこれは、私、参考になるなといろいろ考えたりしているわけですけれど

も、よその市町でも必死になってこれは人件費の削減に取り組んでいるのではないかと思う

んですけれども、ある町では、例えば図書館の館長を教育長が兼任しているとかというよう

なことも聞きますと、そういったことも考えられるのか、どういうことかななんていうふう

に、ちょっと私もびっくりしたようなことがあります。図書館についていえば、図書館その

ものを民間に委託するというような制度がありまして、私ども議員研修で行きました武雄町

というところでは、ＴＳＵＴＡＹＡなんていう民間の会社なんかに委託しているというよう

な例もございました。そんなふうに、ありとあらゆる形で削減に取り組んでいるのではない

かなと私は思うんですよ。 

  そういう点で、まだまだ適正化という数字の大枠、その検討と同時に、冗費削減という形

で財政を健全化していかないと、なかなか町民の理解は得れないのではないかと。それで、

硬直化して一番困るのは町長ですよ。やりたいなと思うことが全然予算がない、予算がない

で、これができなくなる。何か既に町のあっちこっちで随分道路がちょっと傷んでいるので

はないかとか、何かというとお金ないと言ってやってくれないけれどもどうなんだとかいう

声も聞いたりしますよ。 

  そういう中で、やはりこれから、先ほど申したような大きな事業も予想される。一緒に事

業を組んでいる町では、例えばごみ焼却施設にはもう積み立てが始まったというふうに言っ

ているわけですよ。そうすると、それはちょっとうちの町はまだできていないなというふう

に思うわけで、そのようにありとあらゆるところで財政の強化をしていかないと、町の人口

がますます減っていくのではないかと。 

  財政が厳しい、人口流出ということが相関関連あると思うんですよ。既に自治体間の競争

になっているわけで、これは非常に、ある程度しっかりした状態の運営しているというとこ

ろにどんどん人口が移ってしまうというようなことが少し始まっているわけです。単なる自

然減少だけではなくて、そういったことも念頭に置いて、ぜひ財政の健全化、それから職員

採用においても、いい人材を採用するに心を砕いていただきたいというふうに思います。 

  この募集内容に関して、前回もこれは同僚議員もちょっと要望しておいたんですけれども、

またちょっと繰り返しになりますけれども、この町の住民に限るという条項ですよね。あれ
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はちょっとやはり町長、時代的には私はそぐわないのではないかと思うんですよ。町長の考

えとしては、町を愛する人間をこの町の職員に採用するのは当然だということを言っている

んですけれども、私はこれは町民全体の利益にはならないと思うんですよ。というのは、幅

広くですね、別に外国からとまでは言えませんけれども、いろんなところからいろんな知識

を、体験を持ってきた方をやっぱり採用するということがね。これは比較検討して、そうい

った知識を吸収するというか、そういう意味でも非常に重要なことだと思いますので、まだ

これも９月等に続いて、その点はちょっと時代に即した１人でもいい人間を採用していただ

きたいと。 

  今までの人が悪いとかなんか私言っているわけではないです。それは、やはり町民の利益

と合致しますので、そうしないと町、町民も困るし、それからやがては空洞化が始まって役

場だけが残るみたいなことになれば、役場の職員自体も一番困るのではないかと思うんです

よ。ですから、そういう点で、非常に冗費削減と同時に、１人採用するに当たっても慎重に、

また、町民の納得いくような方向で採用していただきたいなというふうに思います。御答弁

よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 質問が多岐にわたっております、答弁漏れがあったら。 

  まず、総務省の関係、これは別に私、藤井議員が故意にやったということは毛頭思ってお

りません。しかしながら、この資料の中で、平成20年と21年の間でこれだけ差があるのはど

ういうわけかなという中で、藤井議員がわかっていれば、第３回の質問でこういうわけだと

いうことを言ってもらえれば大変ありがたいなと思って言った中で、別に藤井議員が故意に

ということは考えておりません。 

  そういう中で、人件費の関係、消防の関係、これは本当財政のマジックですね。やっぱり、

これが広域になれば負担金なんですよ。人件費と負担金の関係で今、町が単独で持っており

ますから、この人件費が全部入ってくるもので人件費が高くなっていく。今度は広域になれ

ば負担金になりますので、この人件費ががくんと減って、負担金のそっちも増えていくわけ

です。相対的には変わりませんけれども、下田とか河津みんな同じですよ。基本的には人件

費は全て負担金でやっているもので、また町の消防の数もこっちに入ってくるので、そうい

うことだけ御理解願いたい。財政におけるマジックでございまして、単独でやっております

から人件費はこっちに入ってきている。広域になれば負担金になって、人件費はがくんと減

ることだけは御理解願いたいと。しかし、相対的には変わりませんけれども、その辺は御理
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解願いたいと思います。 

  さらに、技術職と一般職におきまして、これは技術職で受かった人間はもうあくまでも技

術職でずうっと、やめるまでそういう形でいきます。その技術職が試験を受ければ別ですけ

れども、技術職が一般事務職になるということはありません。その辺は御理解願いたいと思

います。 

  統合園長は、この辺は考えているのは、とりあえず今のところはまた教育長から答弁させ

ます。 

  しかし、今度は職員の雇用でございます。今、藤井議員からそういう点、前からもある議

員からそういう質問があった中で、私が町長をやっておる間はこの町の住民を採用していく、

この気持ちは変わりはございません。この町の職員も、ほかの町の、他の流用してくる人と

の個人差、それは能率が悪くなるというふうには考えておりません。それだけの試験はやっ

ているつもりでございます。 

  まず第一に申し上げたいのは、私、毎月１回一日町長室をやっております。そういう中で、

一般の町民から何とかこの町に帰ってきたい、雇用の場を何とかしてほしいとか、再三再四

もう言われております。やっぱり基本的にはこの町に帰ってくる、そういう職場、そういう

ところがない中で、一般町民がそういう要望の中で、私は町を預かる者といたしましては、

やっぱりある程度そういう人を最重要した形で、能力的に私はよそから来る人とは、当然試

験をやりますから、そういうことは私はないと考えておりますし、私が町長をやっている間

は今の考えは変わりがありませんので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  では、あとは総務課長。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 先ほどの20年、21年の数字の変化、これわかりましたも

のですから、一応ここで答弁させていただきます。 

  これは決算統計上の問題なんですが、平成20年度までは消防職員が外数になっておりまし

たもので、一般職員が115に対して消防職員が33ということで、これを足す数字になるんで

すが、決算統計上、平成21年から一般職員の中に内数として今度消防職員が入りましたもの

ですから、そこの年度で乖離があるというのは、そういう今まで外数だったのが内数になっ

たと、そういうことの乖離ですので、御理解をお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 
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○教育長（金指善郎君） 幼稚園関係についてお答えいたします。 

  統合園長の関係ですけれども、３年前まであったのかな。その統合園長が定年退職をする

というところで、教育委員会の判断で、まず総合園長がいますと、どうしても下に教頭とい

う立場で３園にいたんですけれども、どうしても頼りがちになって、そういう管理職育成と

いうような意味からも、それぞれの園に責任を持たせて運営したほうがよろしいというふう

に考えまして、統合園長は廃止いたしました。 

  財政的には、園長も教頭も、給料の面では同じレベルですので、財政面で統合園長にした

ほうがいいというようなところでの負担はないように思いますけれども。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま６番、藤井さんの一般質問の途中でございますが、この際、

午後１時まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

  午前に引き続き６番、藤井さんの一般質問を行います。 

  次に、第３問、風力発電機械の搬送についてを許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは、午前中に引き続きまして、第３問、風力発電機材の搬送に

ついてをお尋ねしたいと思います。 

  これは既に西伊豆松崎町の松崎新港というところがございますが、そこに風車の部材が荷

揚げされております。県の下田土木事務所が３月31日にこれを許可しまして、４月14日に船

が入ってきて、基礎部分のアンカーリングと言われるような部材でございますが、そちらを

荷揚げしたというようなことがございます。 

  これから、いよいよ６月ぐらいからこれら風車の部材をずうっと搬送しまして、建てる予

定である三筋山の山頂まで運んでくるという段取りになるようです。 

  そこで、これは非常に長期間にわたって搬送されてくるわけですから、それについて、や

はり住民生活、観光、そのほかに影響がないのかどうか、そういったことをまず第１点にお
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伺いしたいと思います。松崎新港より当町の三筋山山頂まで搬送されるけれども、住民生活

や観光に影響はないかと、ここが第１点です。 

  それから、長期にわたる巨大重量物の運搬であるために、これについての住民に対する説

明はなくていいのかどうか、その必要性あるのではないかということでお尋ねしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第３問、風力発電機械の搬送についてですが、１点目と２

点目は関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  １点目の松崎新港より当町の三筋山山頂まで搬送されるが、住民生活や観光への影響は。

２点目の長期にわたる巨大重量物の運搬であるため、住民説明が必要ではについてですが、

現在建設中の東京電力の東伊豆風力発電所計画も、ユーラスエナジージャパンの河津発電所

計画においても、主要風車機材の搬送ルートは、松崎新港を出て、河津町側の農免道路から

見高温泉へと入るコースを選択しておりますので、一切東伊豆町内の道路を使用することは

ございませんので、住民説明会の開催については考えておりません。 

○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） お答えいただいたわけですけれども、これについては町での説明会は

しないということのようでございます。町の道路を使わないというふうなお言葉でございま

すけれども、なるほど見高の農免道路ですね、こちらから上がっていって河津の町のほうに

行くんだということのようでございます。 

  ただし、私はこれに関しては、やはり最近、そちらから東駿河湾道路なんかが開通しまし

て、ずうっと河津のほうからこの町に入ってくる方も多いわけですよ。そういうふうな情勢

下で、観光客がまた昼だけではなくて、特に夏場の観光の場合は夜走る人がいるわけですよ。

実際に当町に建設された熱川の風車の運搬なんかを見ますと、夜中でしたですね。町長も、

これは駅前でごらんになっていた経過があるかと思うんですけれども、大体夜12時ぐらいか

ら長いものを運んでいたという記憶がございます。高さが70メートルのタワーですね。それ

から、そこからいわゆるペラに相当するブレードと言われる部分、これが約35メートルござ

いますので、そのタワー部分は３分割できるけれども、ブレード、羽の部分ですね。ぐるぐ
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るっと回る羽、１基につき３枚ついているわけですから、21掛ける３、さらに予備なんか入

れますと、これは相当の枚数になるわけですよ。その六十数枚の枚数を運ぶに、ブレードの

部分はどうしても縮小できない。そうしますと、これは長さ35メートルくらいの長さのもの

を運ぶ。さらに、重さはどうかといいますと、一番重い発電機相当、ナセルというふうな名

称で言われる部分ですが、これは72.6トンだそうです。 

  このようなものをですね、これは発電機ですから21基分、これらを運ぶということで、建

設期間中、松崎新港の許可は来春まで、今年度いっぱいですか、いうふうになっているよう

ですが、松崎新港に一旦水揚げしまして一旦保管する。それから、今度ずうっと先ほど言わ

れたようなルートですね。松崎町内を通ってバサラ峠、それからずうっと下りまして箕作で

すか、下田市を通りますね。それから、414の道路を通りまして河津のバガテル公園の手前、

道を下りまして、そして河津役場前、そこのところから新しくできた道を左に入るそうです。

コメリのところまで行って、また左へ反転して14号線国道ですか、あそこを通って見高浜ま

で出て135号を、さっき町長おっしゃったような当町から近い135号の見高、そこのところか

ら農免道路に入って、それから高原の湯というところの近くを通りまして、三筋の山頂まで

運ぶということのようでございます。 

  それについては、道路を使わないというので問題ないのではないかということのようです

が、今言いましたように、冒頭言いましたように、夜走る車はやはり真夜中、多分これは通

行どめ等になるんではないかと思われるんですが、長い期間にわたるわけですね。そうしま

すと、これは当然観光なんかにも影響ありますし、また、住民も昼ばかり走るとは限らない、

夜中に用事もあるでしょう、緊急にどこか病院等々に行く必要性も出てくるのではないか。

そういったときに、これは通行どめ等になっていた場合には一体どうするのかということで、

見高から先は行けないような状態になるわけです、夜中でもね。観光客は逆に入ってこれな

いというふうな状態になるわけで、これについては、やはりまだまだ住民にそういった状態

を周知徹底していないと思うんですよ、観光業者等も含めましてね。 

  ですから、こういうおそれがある、あるいはそちらから来ることになりますよということ

をやはり下田土木事務所、あるいは警察等々とも相談の上、どういったふうな内容になるか

に関して、少し町のほうも対策をとられたほうがいいのではないかと私は思うんです。 

  それと同時に、重量物は重さが72.6トン、それから長さがブレードの場合ですと約35メー

トルということで、この町の道路そのものは使わなくても、ずうっと山の上に行っては現在

遊歩道とされているところを使うわけで、そちらから資材を搬入するに当たっては、町の面
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積にもかかわってきているわけですから、やはりこれは住民にこういった状態が起こります

と。何をしているんだかわからないということではなくて、きちんと状態を示す必要がある

のではないかと思うんですよ。 

  既にこういった、これは町が発行している回覧ではございませんけれども、松崎町、西伊

豆町には事業者から「こういったものを使います」、港湾とかの使用とかについてお知らせ

が行ったりしています。回覧しています。ですから、町民はみんな知らされているわけです

よ。それについては、今言ったように、説明会なんかも開かれる必要があるのではないかと

思うんですが、その辺はよその町のことでちょっと私もわかりませんが、要するに回覧なん

かは回っていると、住民に周知徹底しているということで、やはりこういうことは、同じよ

うにこの町にかかわる問題ですから。 

  また、町長、これは非常に町長の見解からいきますと、非常にいいことだから、何か観光

にも役立つというふうに言っているようですけれども、そういったものが間もなく運ばれて、

夜中ながらもそっちのほうにはちょっと行くのに差し支えあるかもしれませんよと、あるい

は観光の皆さん、そちらの道は夜中はちょっと通れないから、なるべくこっちの東のほうか

ら小田原、熱海、伊東というふうに抜けてきた道路を使ってくださいねとか、こういったも

のをやはりインターネット等々を通じたり、そのほかどういう手段にしろ、町内外に知らせ

る必要はあるのではないかと思いますので、その辺もう一度御検討いただけないでしょうか。

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） この件に関しては、もう行政区域が松崎から河津、下田も入ってくる

のかな、そういう中で、一応当然この搬送計画につきましては、もう当事業者、河津、下田

土木、警察署の協議した中でも最低、観光客、住民に迷惑をかけないという中で私は許可が

おりておると考えておりますもので、これに対しまして一切口を挟むことはいたしません。 

  そういう中で今、藤井議員から、住民説明会も当然断じて開くつもりはございませんけれ

ども、広報に対しまして、町民に対する広報、これはやっぱりいつからいつまで始まります、

これはやるべきかなとは今考えております。 

  そういう中で、これに関しましては、うちの町のことではございませんし、その前にこの

許可が出るまでにもう相当皆さん方が協議している中で、東伊豆町は一切、自治体にまでや

ると治外法権となりますもので、その辺は一切口を挟まない中で。ただ、町の広報、工事期

間、車両がいつからいつまで走ります。これは町民に広報はしていきたいと今考えておりま
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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） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 間もなく、その21基の高さ105メートル以上のものがずらずらと三筋

山山頂へ並んでいくわけで、これはここでその是非に関してはさんざんやり合ってきました

し、私は問題があるのではないかという立場でございましたけれども、町長は観光にも役立

つというふうな見解でございますので、またこれは見解の相違で、見る者にとっては美しい

という話ですから、私はそうではないのではないかというふうな思いがありますが、その議

論はさておいて。 

  やはり、突然これは建設されて、いろんな例えば秋のイベント等々にも影響あるのではな

いかというふうなことも考えらますので、せっかく盛り上がってきたススキのイベント等々

にも、これは今現在もうクレーンは立っているわけですけれども、それが現実にはその高い

風車が林立すると、21基並ぶというようなことになりますと、やはり観光客が必ずしもそれ

を歓迎するのかどうか、また、歓迎するのであればあるように、町長は、こういうふうにな

りますよと、すばらしいでしょうという形で、これは知らしめる必要もあります。 

  それからもう１点は、やはりあそこは三筋山遊歩道上に建てるわけで、現実にそこまでは

機械部材を運搬するわけですよ。これは、道路交通法にいう道路ではないということではご

ざいましょうけれども、この町の観光施設の一つであるわけですから、そこでの通行に関し

てもう一度、これはそこが使えなくなりますよというふうなことに関しても、事業者任せで

はなくて、町のほうも観光業者やら等々も通じて、この天城三筋山遊歩道路、これは東伊豆

町と河津町に委託されているようですが、この管理に関して任されている道路に関して、や

はりそこでの通行人に万が一のけが等々もないように、また、観光にマイナスにならないよ

うに、何とかそういう周知徹底、それもぜひ図ってもらいたい。天城三筋山遊歩道に対する

通行どめの措置なんかに関してはどう考えているか、その価値を減ずるということはないの

かどうかに関しても含めてちょっとお伺いします。 

  それと、こういう通行どめといいますか、そういう運びますよということに関して、他町

には事業者等々から、あるいは下田土木事務所から申請が来ていますけれども、町には来て

いないでしょうか。それについてはちょっと事務的なことですので、お伺いいたします。よ

ろしくお願いします。 
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○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは事務局から答弁させますけれども、今回の質問はあく

までも道路関係でございますもので、この道路に関しましては、松崎から河津、そういう中

で、この許可を出すときには当然警察とか土木の入っている中で、住民生活に最低影響しな

いような方向で許可を出していると考えておりますもので、町としては一切住民説明はやら

ないという中で、住民に対する広報、これは前にも言ったように町はやるけれども、住民説

明会のような住民を集めた中で説明するようなことは今考えておりませんので、御理解願い

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） すみません。それでは、お答えいたします。 

  まず、２点ほどあったと思いますけれども、三筋山遊歩道の状況なんですが、風車の建設

期間中は閉鎖をするということで聞いております。 

  ２点目として、町に対して輸送計画等の通知等があったのかどうかということなんですけ

れども、毎月、町は東京電力から風車の工事の進捗状況を聞いております。その中で、輸送

計画が今こういう状況になっているという報告は受けております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で６番、藤井さんの一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、２番、内山さんの第１問、防災・減災への対策についてを許し

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、私は今日は３問通告をしてありますけれども、答弁につい

ては一問一答でお願いいたします。 

  まず、第１問目ですけれども、防災・減災への対策についてということでお伺いします。 

  東海地震等の大規模災害に備え、町長は犠牲者を１人も出さない姿勢で取り組むと言及し
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ているが、次の点を問う。 

  まず第１点目は、住宅の耐震化率は、その促進について。 

  それから、２番目については、ホテル、旅館等の耐震化の指導とその支援策についてお伺

いします 

  それから、第３点目は避難路、これは道路等についてもまた含みがありますけれども、整

備と避難所になるところ、避難所になるべきところの充実について。 

  それで、これは指定ビルの確保についても、どうなっているんだかお願いします。 

  それから、第４点目は、防災上あるいは利便性の上から、最優先でかけかえを考えている

旨を町長答弁している白田川の橋ですね、その関係がどうなっているのかどうか。 

  それから、第５点目は、庁舎の代替の防災センターの建設が、これは本部機能を持った稲

取地区の関係のものですけれども、延期しているその理由と、その費用面のその後どういう

ふうに考えているのかどうか、その５点をお伺いいたします。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、防災・減災への対策については５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点目の住宅の耐震化率は、その促進についてはについてですが、住宅の耐震化率

は平成20年住宅・土地統計調査からの推測値では、非木造住宅を含む総住宅数6,220戸のう

ち耐震性を有する住宅戸数は3,720戸で、耐震化率は61.8％になっております。 

  次に、その促進についてですが、ダイレクトメールや広報紙掲載などを通じて、耐震診断

の受診を勧めております。そしてその診断結果に基づき、耐震化の問題がある住宅について

は町の補助の活用などを紹介し、工事費用の不安の払拭に努めております。 

  また、耐震診断を実施し、耐震工事が進まない住宅については、土木事務所住宅担当者と

戸別訪問を実施し、耐震補強工事の実施によって、建物崩壊からみずからの命や財産を守っ

ていただくよう指導をしております。 

  次に、２点目のホテル、旅館等の耐震化の指導とその支援はについてですが、建築物の耐

震改修促進法の一部改正により、一定規模以上のホテル、旅館などの建物所有者に対し建築

物の安全対策を講じるよう、強い権限を持った法律が平成25年11月25日から施行されまし

た。 
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  当町では、建物の安全性の確保が必要とされる旅館・ホテルに対し、平成26年４月１日か

ら、耐震診断に係る経費については国の補助制度が活用できるよう受け皿をつくり、旅館・

ホテル経営者に対し、積極的に建物の耐震調査を受けていただくようにいたしました。 

  現行の法律では、耐震診断の結果を公表するという形をとっておりますが、建物所有者に

対し、最終的には補強工事の負担を課すものであります。 

  旅館・ホテルの経営者が耐震化を推進していくには、改修工事費の捻出のほかに、一定期

間休業を余儀なくされる等さまざまな問題が発生し、町では平成26年度の国・県に対する要

望書の中でもこの点を強く要望し、お願いをしているところであります。 

  次に、３点目の避難路（道路等）の整備と避難所の充実は（指定ビルの確保）についてで

すが、当町の市街地の道路につきましては狭隘な道路が多く、道路幅を広げるなどの対策は

難しい状況にありますので、現在、災害時に安全に避難できるようブロック塀の生け垣への

変更など、推進を図っているところであります。 

  また、東区におきましては昨年度、地域において検証し作成いただいた避難路図をもとに、

本年度、避難路整備のための調査費を計上してございますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、避難所の充実（指定ビルの確保）についてでありますが、以前にも内山議員から御

質問がありましたが、東区におきましては、地元自主防災会へ候補の施設を実際に使った避

難訓練等による検証をお願いしているところであります。 

  町といたしましては、対象のビルの所有者から事前に承諾をいただいておりますので、地

元の検証により避難ビルとして有効である旨の報告をいただきましたときには、津波避難ビ

ル指定及び利用のための協定を締結し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点目の防災上、利便性の上から最優先でつけかえを考えている旨の白田川橋につ

いてですが、昨年の６月定例会の時点では現況の橋の詳細データが不足しておりましたので、

その後、新たに橋梁調査を実施し、白田川橋の鉄筋やコンクリートなどの材料強度や経年劣

化に伴うスラブや橋脚の構造的な危険度など、これから国の交付金事業を受けるために必要

な橋の諸データの取得をいたしました。 

  また、昨年の議会答弁で申しましたとおり、かけかえに当たっては、数億円の費用がかか

りますので、国の社会資本整備総合交付金を活用してまいりますが、交付金のみでは町の財

政負担が大きいので、負担の少ない方向で進め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。 
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  次に、５点目の庁舎の代替の防災センター建設が延期しているが、その理由と費用面での

負担はどう考えているのかについてですが、昨年、国の社会資本整備総合交付金（防災・安

全交付金）、都市防災総合推進事業を活用し、地域防災拠点施設に災害時に本部機能のバッ

クアップとして、本部機能の一部を移転する計画で設計を行いました。 

  本事業に対しまして、担当常任委員会の所管事務調査報告において、建設費を含む設計の

見直し等の提案を受けております。 

  町といたしましては、その報告を真摯に受けとめ、設計の見直しなど財政負担の軽減に努

め、現計画地において整備を進めていきたいと考えておりますので、議員各位の御理解と御

協力をお願いするものであります。 

○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） まず、第１点目の住宅の促進で約半分、61％ということですけれども、

一番地震で壊れる可能性があるというのは、昭和53年以前に建てられたところだと思うんで

すよ。そういうところが、もし今日、件数がわかれば何件ぐらいあるのかどうか。それと、

特に築も40年ぐらいたつわけですね。だから、その辺のところを今の補助率にプラスそうい

うものをできるような格好が町として望めるのかどうか、その辺のことをちょっとお聞きし

たいと思っています。 

  それで、ホテル・旅館については、25年12月に法律ができて、実際に耐震の関係のものを

しっかりしていないと今後、旅館に宿泊ができないような形になると思うんです。それで、

町長、申しわけないけれども、県・国へ要望している内容ですね。実際に今現在の指導はし

ているんですけれども、その支援に対しての補助率だとかそういうもの、予算がどのくらい

負担になるのかどうか。それから、具体的にそういう指導は、これから旅館の対象者の方を

集めて、具体的にこうしましょうとかああしましょう、あるいは融資が必要であれば融資に

ついてこういうことも御相談しましょうとか、そういう形のものも具体的にとっていくのか

どうか、その辺もちょっと教えてもらいたいと思っています。 

  それから、３点目の避難路等については、私、町長言っているブロックだとかそういうの

は、もう当然そうだと思うんですよ。私も今ちょっと東、ほかの地区もそうだと思うんです

けれども、東区なんか見ても道路、実際に避難をするに、子供さんでも年寄りでも、若い人

でも行くんですよね。そのときに、やっぱりあの辺の道路も高度成長のときにつくって、実

際道路ががたがたなんですよね。だから、逆に避難するときに転んだり、そういうようなこ
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ともおそれがあるもので、ちょっとほかのところも、東の地区も私今見て、赤尾さんのとこ

ろを実際の避難地として東区は考えているわけです。そこへ行くまでの間の道路がでこぼこ

だったりして、そういうものの道路、その辺のところも避難道路として考えてもらえないか

どうか。 

  それで、ほかの地域のほうの道路も、その当時、もう30年、40年たったところの道路につ

いても、かなり悪いところがあるんですよね。だから、そういう部分の道路に対する、避難

するに対する道路、その辺の道路予算というか、今200万足らずのものしか町のほうで確認

できるものはないというようなことですけれども、その辺のこともちょっと考えていただけ

ないかどうかということなんです。 

  それから、避難所の充実ということについて、私は避難所になるべき例えば中学校だとか

小学校、稲取地区も熱川地区もそうですけれども、そこの充実といいますか、当然災害が起

きれば、そこがもう一番初めに町全体の避難地になるわけですね。そういう中で今、備蓄の

関係だとか、そういうものも小学校の下のグラウンドにあるんですけれども、例えば中学校

のほうについてもそういうものの準備だとか、食べるものだけでなくて、いろんなほかのも

のも緊急に合わせたような格好のことだとか、あるいは今後、空き教室ですかね、そういう

ものもできてくると思うんですよ。そういうところに対する対応だとか、あるいは実際避難

したときに、例えば冷暖房だとかそういうものがだんだん使用というか、今は体育館で子供

さんがいるときは別に構わないんですけれども、避難所となると、そういうことまでですね。

あと、お年寄りのことも考えたときには、考えていく必要が断然あるのかな。その辺のとこ

ろを、国等の国土強靭化の予算等であれば、そういうものを利用した格好の中で早目に対応

することも必要なのかな。 

  それから、５点目のほうの格好のものと合わせなければいけないんですけれども、防災施

設の関係ですけれども、それなんかも１つは、今の５点目で質問するところでなくて、例え

ば中学校のね、今、稲取中学校の体育館を本部機能にするようなことも１つの考え方として

はあるのかな、そういうふうに考えているわけですよ。 

  それで、中学校というのは、私有地ですけれども、後背地もあるもので、そこらの考え方

も１つのものとして考えていくことができるかどうか。 

  それで、避難所のちょっと質問の答弁なかったんですけれども、指定ビルはどれだけ確保

できているのかどうか、その辺のこともう一度教えてもらいたいと思っています。 

  それから、白田の関係は、調査をして今、構造的なものも含めてデータを修正して、これ
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から国のどの予算に上がっていくかどうか、そういうことの研究をしていると思いますけれ

ども、それがやっぱり大枚をはたくわけですけれども、いつごろになる見通しなんだかどう

か。実際、白田の皆さんは今、地震が起こったときなんかについても、昔の狩野川台風あた

りを考えていくと、あそこが崩壊するのではないか、そういうことのおそれを考えている方

もいらっしゃると思うんですよ。 

  それからあと、５トン以上のトラックが通れないということの不便さというか、そういう

ことも含めて考えているもので、できればいつごろの見通し、はっきりしたものはわからん

と思うんですけれども、おおむねどのくらいの計画で考えているのかどうか、その辺をちょ

っと教えてもらいたいと思っています。 

  それから、５点目の防災センターの関係ですけれども、今、総務経済委員会ですか、私ど

ものほうでなくて、担当がまた違うんですけれども、共有のまだ認識を持っていないわけで

すよ。総務委員会のほうでは、こういう見直しをしようではないかということのものを町長

のほうに報告したと思うんですけれども、私のほうにはまだそういうものは来ておらないも

のですから、共有の形のものはまだありません。まだあれですか。 

（何事か言う声あり） 

○２番（内山愼一君） なければいいんです。私がちょっと今かじっただけですから、研究を

して、その研究の内容を報告するようなことも聞いているんですけれども、私のほうもまだ

聞いていないもので、議員も全部の人が共有するということではないもので、そのことの今

認識を言っただけですから。 

  それで、私はこの間の全協の中では、免震の機能だとか、それから何といいますか、排水

の関係だとか、そういうことも含めて見直しをしたらどうかということのお話があったと思

うんですけれども、事実、私はまた後で３番の質問でも触れると思いますけれども、今大き

な費用をかけてあそこのところに防災センターを建てる形が必要なのかどうかということで

すね。 

  というのは、先ほど飯田さんの質問にもありましたけれども、比較的うちの町のものは、

町長言うように、大きな地震があっても、津波というようなことはそんなに極端な格好でな

いと思うんですよ。志津摩あたりが14メートルか16メートル、ここが４メートルとか８メー

トルということですから。むしろ、私は防災センターを、本部機能を向こうへ持っていかな

くても、例えばここのところでできる可能性があれば、そういうことも考えてもらったらど

うかと思っているんです。 
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  というのは、この間テレビでもちょっとやったんですけれども、新潟の地震で公営の住宅

が倒れた。それは液状化現象というか、そういうものの中であったわけですよ。それから、

今は千葉の浦安だとか、あるいは福井県あたりでも、木の間伐材ですね。間伐材を使った格

好の中で耐震をして、逆に強くなるというか、もちろんコンクリートの鉄柱を埋めますよ、

何本か。それで、実際に縦だとか横に、斜めに８メートルぐらいの間伐を何本も入れてやっ

ていくことによって耐震補強が十分される、そういうようなものをこの間聞いたわけですよ。

そうすると、ここの地域でも間伐材もたくさんありますから、そういうものを考えていくこ

とも１つの方法。 

  ここの機能をしっかりして、液状化に対するものを万全にしていくことができれば、ここ

の中でもいいのかな。あるいは、先ほど言った中学校の体育館あたりを利用した本部機能、

それから中学校の場合は後背地があるものですから、そういうことも考えていく必要がある

のかな。それには、やっぱりこれから大きな投資といいますか、水道の関係だとか浄水場の

関係だとか、そういうものが50億ぐらいのものがかかるようなちょっとおそれがあるという

ようなことも聞いています。 

  それから、まだ河津と東伊豆の組合議員さんのほうで検討している清掃センター、それか

らし尿処理場、そういうものも、この間全協でちょっとお話しした金額が、浄水場が50億、

それから清掃センターが35億で、それからし尿処理場が10億とか、そういうふうな具体的な

数字をいただいて、その中でうちの町の負担が相当大きくなると思うんですよ。そういう中

で考えた場合には今、新しく本部機能を町有地にはいただいたところなんですけれども、あ

そこへつけて、ちょっと今金額のことをお話がありませんでしたけれども、例えば10億かか

るものをあそこへつくるというようなことよりか、今のここを万全にするような形を考えて

いただくことがいい１つの方向かなと思うんですね。そういう点について、ぜひ町長のほう

からまず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） 答弁漏れがありましたら、言っていただければ、また答弁。 

  まず１点目、住宅の耐震化率とその促進、これは事務的なことは担当課から説明させます

が、現状の補助率をアップする考えは今ございません。基本的には大分財政厳しい、何回も

言っていますけれども、現状の補助をそれ以上や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。 

  次に、２点目の耐震化の要望、基本的には耐震設計に関しましては、国・県がある程度の
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補助を出した中で町がそのやつを整備すれば出すという中で、国・県のとりあえずそういう

助成があったけれども、耐震化では今度は建築本体になりますと、まずは一切そういう国・

県の助成がないという中でやっておりますもので、それではとてもたまらないという中で、

建築におきましても、国・県がぜひともその助成をしていただきたい。それで、なるべく多

く助成していただきたい、そういうことを要望しております。 

  さらには、壇上で言ったように、いざ建築となると、旅館も休業します。銀行の融資もあ

ります。そして、いろいろな面、従業員の問題もあります。さまざまな問題が出てきますも

ので、これは一概に、建築となるともう大変なことでございますもので、その辺は国のほう

が一切面倒を見るような方向でやっていただかなければならないと考えておりますもので、

そういう中で町は要望をしているということは御理解願いたいと思います。 

  次に、道路、避難路の整備、これは内山議員が言われたように、現状の道路も大分悪いと

いう中で、それはもう十分承知しているので、これは防災区長さんも知っている中で、とり

あえずお祭り・祭典の前に、各道路のことを補修しております。お金は当然そういうことを

やっていきたい中で、徐々にですけれども、その辺は整備していきたいと考えております。 

  さらに、避難所のこと、学校施設のことを言いました。これは、要するに町長部局と教育

委員会施設でございますけれども、これは簡単にいかないことだけは理解願いたいと思いま

す。 

  それだけれども、体育館だけは、本当いざ災害のときにはそこがなりますもので、体育館

だけは申しわけありません。教育委員会のほうには町長部局のほうにお願いしたいというこ

とは要望している中で、今その検討していただいているということで、できれば体育館だけ

は一応最初に町長部局に言った中で、そういうことを整備していきたいと考えます。 

  これは、内山議員が言っていることはわかります。やっぱり、学校施設になると大変いろ

んな困難な問題がありますもので、その辺は御理解願いたいと。当然、空き教室とかそうい

う、町もやっていきたいんですが、いろんな煮詰めていかなければならないことがあります

もので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  次に、基本的にいうと次は白田川、これは見通しといってもちょっと今わかりません。基

本的には何しろいい今55％がありますから、それプラスアルファのやつをつけてもらうと、

それがつければすぐやりたいのはこれは町の考えでございます。だから、そういう中で、そ

の見通しはと言われても、ちょっとその辺は、国のほうのプラスアルファのやつができれば

町はすぐにやりたいというふうに考えておりますもので、その見通しについてはちょっと今
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言えないというのが現状でございますもので、御理解願いたいと思います。 

  それに体育館の本部施設、これはさっき言ったように教育施設の関係でございますから、

とりあえず今、体育館に関しましては、先ほど言ったように、町長部局のほうで管理させて

ほしいということは教育委員会に投げかけた中で、いい返事はもらっておりますけれども、

その辺はそういう中で体育館については整備していきたい、そういう考えでございます。 

  次に、庁舎の代替、これ今、去年一応担当委員会からいろいろ指摘された中で、基本的に

は報告書はもらっておりますよね、議員さんのほうにもね。総務委員会の報告書は皆さんに

渡って……。 

（「いや、もらっていない」の声あり） 

○町長（太田長八君） これ、では、基本的には委員会のほうから申し上げないと、議会のほ

うから一応報告書をもらっていただきたい。 

  そういう中で、ちょうど町長選挙がありましたもので、今まだ、これから見直しをしてい

るところでございまして、その変更したことに関しましてはまだまだこれからという中で、

ただ、敷地に関しましてはもう国のほうでここでやると言いましたもので、敷地に関しまし

て、先ほど議長さんから敷地はどうなんだということを言われた中で、この敷地の変更はち

ょっと厳しいという中で、今現在の敷地の中で規模を縮小したりした中でこれから計画をし

ていきたいという考えでございますもので、まだまだ新しい避難所を兼ねた対策本部は設計

していないのが現状でございます。 

  と申し上げますのは、ここでもいいのではないかというのは、やっぱり私が一番危惧した

のは、日中はいいんですが、夜間になりますとなかなかここに集まってこれないもので、防

災の災害本部だけはある程度違うところにやっていきたいなという考えの中でこれが浮上し

たということは理解していただきまして、とりあえず委員会から指摘されてから、ちょっと

町長選挙があったもので、一切その後考えていないということは御理解願いたい。これから

また考えた中で、担当委員会のほうには説明していきたい、そういう考えでございますもの

で、御理解願いたいと思います。 

（「資料でいいよ、資料のことについて」の声あり） 

○町長（太田長八君） 事務的なことですから担当のほうに説明させます。 

○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、数字についてお答えします。 

  まず、住宅の昭和56年以前の、耐震以前の住宅が何戸あったかという御質問ですが、
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2,440戸です。 

  ２番目の耐震補強工事に対する補助率という話がありましたが、補助金額という話をさせ

てもらうと、一般家庭と高齢者家庭と分けて考えておりますが、一般家庭としては最高50万、

高齢者がいる家庭については70万の補助をしております。耐震補強工事の額が150から180と

考えますと、半分以下の補助額になるかなと思います。 

  ３点目として、旅館の補助についての御質問ですけれども、現行法の旅館耐震補強工事に

ついては、5,000平米で工事費を概算していきますと、国が出している概算工事費です。２

億4,000万近く改修工事にかかるということの試算をしております。それに対して国が３分

の１の補助をするということで、平成28年３月31日までに耐震建築緊急促進事業ということ

がありますけれども、これは恒久的な助成制度ではありません。先ほど町長が言いましたよ

うに、恒久的な助成制度ではありませんので、いつその助成制度がまた改正されるかわかり

ません。 

  実際問題として、旅館事業者さんがどれだけ負担額が発生するかという話をさせてもらい

ますと、7,800万とか、場合によっては１億近くの負担がかかるのではないかということは

試算をしております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） 質問にありました中学校の体育館の利用についてでありますが、

災対本部となりますと、そこに県・国の情報機器、それから町の同報無線の機器等を設置し

ないと、なかなか外部への情報伝達等ができなくなるものですから、災対本部となりますと、

そういう機器の設置も含めて考えていかなければならないというふうに考えておりますので、

また、中学校、既存の施設を使うことにつきましてはまた検討させていただきたいというふ

うに考えております。 

  それと、津波避難ビルにつきましては現在、町のほうで指定してございますのは２棟あり

ます。あとそのほかにつきましては、平成17年ごろに観光協会の方と話をさせていただきま

して、沿岸のホテル・旅館を津波避難ビルの協力という形でお願いをしてございます。 

  それから、稲取地区の災対本部の昨年度……。 

（「代替地の建設費」の声あり） 

○総務課参事（竹内 茂君） 建設費につきましては、概算で今設計が行われているのが約７

億9,000万程度になっております。 
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  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） まず、第１点の住宅の関係はわかりました。今の50万、70万ね、そう

いうものがあるから、できれば早目に手当てしてもらうということが肝要だと思います。 

  それから、ホテル・旅館についても、負担が１件について１億だとか、そういうかかって

くると思うんですね。そういう部分で、十分国・県の補助率を引き上げてもらうような格好

で、町長、伊豆半島の皆さんと一緒になって頑張っていただければと思っています。そうい

うことでお願いします。 

  それから、３番目の避難路の道路予算については、ぜひまたよろしくお願いいたします。

私もここのところ気になって、あっちこっち車で歩いているんですけれども、相当やっぱり、

主要なところについては問題ないですけれども、避難をするような小さい道だとか、あの道

がかなり荒れているものですから、その辺の配慮をお願いします。 

  それから、白田の川についても、できるだけ補助率が高い55％ということですから、それ

以上のものがあれば本当に早く見通しをつけてやっていただきたいと思っています。 

  それから、防災センターについては、敷地の変更ができないということですけれども、実

際７億9,000万ぐらいかかって、町の負担がどのくらいあるかわかりませんけれども、ちょ

っと先ほど言った、私は大規模な工事といいますかね。清掃センターもあったり、あるいは

し尿処理場もあったり、浄水場の関係もあったり、そういうことも考えると、今あるものの

中で上手に使っていくとか、役場の庁舎を使ってやっていくようなことのほうがいいのかな、

そんなように受けとっているわけですね。 

  それから、庁舎をやるについても、前私言った、後の質問にもなりますけれども、ここに

１つのものを集めるとか、あるいは庁舎を先ほど移転をもしできれば、庁舎をつくって、ほ

かの機能も全部合わせた格好のものでやっていくようなことも１つの発想として考えること

ができるのではないかと思っていますけれども、その辺も含めてお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目、２点目、本当これはなるべく高い補助率、さらに国に

要望していきたいと考えております。 

  ３点目の避難路、これ本当金があれば隅々までやっていきたいのが現状ございますけれど

も、現状は祭典の前に主要道路のところをやっているのが現状でございますもので、その辺
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は御理解願いたいと思います。 

  次に、３番目、４番目の防災と白田川、これは本当早くやりたいのはやまやまなんです。

そういう中で、アンテナを高くいたしまして、55プラスアルファのやつをいろいろ探してお

りますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  次に、５点目の災害本部の代替、これ今担当が７億と言いました。これ本当ちょっとかか

り過ぎなものですね。もっと予算規模を縮小した中で、さらにまた最初の計画では相当床面

積も広かったもので、この辺は早急に見直した中で、また議員の皆さん方には示していきた

いと思います。ちょっと町長選挙がありましたもので、これはおくれているのは本当まこと

に申しわけございませんけれども、何しろそういうふうに予算的には、財政的に７億近くも

かかるようなことはちょっと今この時期できませんもので、なるべくコンパクトな形で避難

所を兼ねましたその災害対策本部はやっていきたい、そういう考えでございますもので、御

理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、医療、介護の充実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） 第２問目については医療、介護の充実についてということですけれど

も、まず１点目は、伊豆東部総合病院の新病院の建設の進捗状況、これは町長の行政報告の

中でありましたけれども、これは確認の意味でしたものですから、わかる範囲で結構です。 

  それから、２番目は、当町の高齢化率が、この間の新聞にもありますけれども、38％を超

えて４人に１人といいますか、もう高齢者になってくる中であるわけです。そういうことで、

介護の対象者が増加しているが、町内の介護全般の状況とその取り組みについて教えていた

だきたいと思っています。 

  それから、第３番目に、介護するマンパワーの不足を把握しているのかどうか、この辺の

ところ。 

  それから、４番目に、介護事業所や介護職員の支援については、町はどんなふうな格好で

しているのかどうか、その辺を伺います。 

  それから、第５点目は、実際に対象者が多くなって、介護資格を取得する形の人たちが増

えていかなければいけないと思うんですね。そういう中で、介護資格を取得する際の自己負

担が大きいと思うが、その支援策を考えているかどうか。その５点をお願いいたします。 
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○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） 内山議員の第２問の医療、介護については５点からの質問になってお

りますので、順次答弁をさせていただきます。 

  まず、１点目の伊豆東部総合病院（新病院）の建設の進捗状況についてですが、新病院に

つきましては、経営母体である医療法人社団康心会から平成25年12月申し込み締め切りの伊

豆東部総合病院改築工事は、入札が不成立だったと説明を受けました。 

  東日本大震災からの復興事業やアベノミクスの一環である国土強靭化計画による公共工事

に加え、民間によるビルやマンションの建設計画も相次いでおり、資材費や人件費が高騰し

ている影響によるものと分析されます。 

  現在、今月下旬に申し込み締め切りで再度入札が行われるとのことです。町といたしまし

ては、地域医療の停滞を招くことのないよう、引き続き新病院の早期完成と工事期間中の現

病院での医療の提供を働きかけているところでございます。 

  新病院は、救急ヘリのヘリポートや産婦人科などの設備も設計に盛り込まれ、災害時の自

家発電により病院の８割の電力を賄えるとのことであり、町が指定する災害時の救護病院で

もあることから、地域には欠かせない病院になるものと考えております。 

  今後は、より充実した医療を提供していただけるよう働きかけていきます。 

  次に、２点目の当町の高齢化率は38％を超え介護対象者が増加しているが、町内の介護全

般の状況とその取り組みはについてですが、現在の町内事業所の状況につきましては、在宅

系のサービス事業所で６種29事業所あり、サービス量は満たされていると思われます。施設

系の事業所は、４種６事業所となっております。 

  今年度につきましては、賀茂郡下で２施設目となる小規模多機能型居宅介護事業所の公募

を行い、１事業者が実施することとなっており、地域密着型サービスの充実を図っておりま

す。 

  次に、３点目の介護するマンパワーの不足を把握しているかについてですが、町内におけ

る介護職員の人員は、介護保険法でそれぞれのサービスに従業員の人員基準が設けられてお

り、事業者はその基準に従い人員配置を満たしております。 

  現在、介護サービスにおける人材は満たされておりますが、今後、団塊の世代の方々が後

期高齢者になるまでには、各事業所において人材の確保が必要になると思われます。 
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  次に、４点目の介護事業者や介護職員への支援はについてですが、介護保険制度では、事

業所に対し、これまでの介護職員処遇改善交付金にかわり、平成24年度の介護報酬改定から

介護職員の処遇改善の確保を目的に介護職員処遇改善加算が創設され、介護人材の確保とサ

ービスの質の向上に充てられているため、町からの支援は考えておりませんので、御理解を

願います。 

  次に、５点目の介護資格を取得する際の自己負担が大きいと思うが、その支援策を考えて

いるかについてですが、町からの支援は考えておりませんが、ハローワークが窓口となって、

労働者や離職者がみずから費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し

修了した場合、受講料の一部を支給する雇用保険の給付制度があります。 

  また、静岡県の介護福祉士の修学資金貸与制度等もありますので、御活用をいただければ

と思います。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 伊豆東部については、ぜひ今、町長申し出あったように頑張ってお願

いします。 

  それから、介護の状況の関係ですけれども、国・県が在宅介護を方針としているようなこ

とで、今日も朝日新聞あたりが１面に医療の関係と介護の改正の法律が出て、市町村にそう

いう負担がまた来る、そういうことがあったと思うんです。 

  それで、また私こういう内容で申し上げるのは、何分にも言いにくい部分があるんですけ

れども、実際に介護の状況ということについても、毎年50人も増えて、今年あたりは団塊の

世代等がまたなってくると、毎年100人足らずが要介護というか、そういうものに陥ってく

るおそれがあると思うんです。そういう中で、昨年の例を見ますと、要介護者が867名、そ

の前の年よりか65名増えたというか。それから、要介護者については、630人が653人という

ことで毎年やっぱり増えているんですよね。 

  そういうことの中で、町長、今、マンパワーは不足しないということをちょっと言ってい

ましたけれども、実際に介護の事業所に行きますと、この地域に訪問介護のところが５カ所、

あるいはデイサービスのところが８カ所で13カ所ありますね。そういう中で、いろいろお聞

きする中では、やっぱりこの仕事は、先ほど町長言ったように、国・県が処遇改善の加算金

を支給しているということで、そういうものもあるんですけれども、実際にはこれから訪れ

る介護の対象者が増えた中で対応できるかどうかとなると。やっぱりマンパワーの不足が顕
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著になると思うんです。 

  それは、１つは、３Ｋといいますか、給料が安い、それから汚い、きついという、そうい

う条件のもとに、なかなか需要があっても供給の面でできるかとなると、やっぱり給料の水

準を高くするとか、あるいはそういう補助を出すとか、あるいは汚い、きついということは

なかなかロボットでも使わなきゃ無理な点がありますけれども、そういうことを補う形のも

のを事業所のほうと町のほうが連携してやっていかないといけないのかな。 

  それには、介護をする技術的なものについては、介護福祉士といいますか、それから介護

ヘルパーの資格者、そういう方が技術的な職になっているわけですけれども、それと事務系

には社会福祉士だとかケアマネジャーですね、そういう方が携わると思うんですけれども、

こういう方の携わる中で、実際に資格取得も年々難しくなってくるような状態があります。 

  それで、ヘルパーさんのものについては、介護職員初級者研修というようなことで名前が

変わるそうなんです。その中で、実際にこの資格を取るには、自宅でテキストで勉強して、

体を扱う実習が週１回の割合であって計16回、約４カ月かかるそうです。それで、費用につ

いては、ニチイ学館の場合、その16回の講習で16万2,520円かかって、これで現在は沼津あ

たりで試験が、講習が行われているわけです。６回通ったとしても、プラス６万から８万ぐ

らいかかる。そういうことだと思うんです。 

  それで、先ほど町長も言ったように、ハローワーク等で教育面の補助については、合格し

た段階で20％ぐらいの助成をしていただけるということですけれども、できればこういうよ

うな助成を町のほうとしてヘルパーの２級、今、名前が変わりましたけれども、介護職員の

初級者研修、それからもっと難しいのは介護福祉士ですけれども、これは３年間の実務と、

それから国家試験があるということで、それ以上にお金がかかるような形だそうなんですね。

だから、そういうものの一部補塡をしてもらうようなことが一部でできないかどうか。 

  それともう１点は、今日の朝、ＮＨＫを見ていましたら、稲取高校の高校生を対象に、う

ちの町の包括支援センターの主催で認知症のサポーターの講習をやっている模様があったん

です。それで現在、うちの町では認知症のサポーターが1,856人になりましたよ、そういう

ふうなことがありました。 

  そういう意味でも、先駆けてこういうことをやっていくことによって、うちの住民が、町

民守られているな、あるいはこういうふうに安心をしていられるなということを考えてくれ

ると思うんですね。あるいは、こういうことが１つの町の宣伝にもなると思うし。 

  それからもう１点、今言った意味で、こういう講習会等については従来、介護保険制度だ
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とか介護の関係が出たときには、社協だとか、あるいは町が主催で講習会等をやっていたん

ですね。だから、できれば、そういう出張の講習会だとかそういうものを町が主催なり、あ

るいは社協が主催なりでやっていくようなことができないのかどうか。あるいは、13ある事

業所が集まって、そこが主催になって、そこに町がある程度費用負担をしてあげて、講習を

ここで開催するようなことができるのかな、その辺のことを含めてちょっとお聞きしたいと

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） まず、マンパワー、壇上で言いましたけれども、とりあえず今のとこ

ろは人員が入っている中で、マンパワーは充足しております。これから、団塊の世代が増え

た中でそのマンパワーの不足は危惧するところでございますということは、一応壇上で言っ

たつもりでございます。 

  さらに、いろんな面の町の資格に対する補助はという中で、これは当然その人たちは町に

とっては大変重要な、すぐ補助を出すということはできません。そういう中で、せっかく出

しても、すぐまたその人がよその町へ行ったらできませんことですから、いろいろな面の中

でそういう需要が多くなれば、それは町は検討していきますけれども、現在の中では資格に

対する助成、それは壇上で言ったように、20％、取ればもらえる。さらに、県の貸与制度も

ありますもので、とりあえずはそれで頑張っていただきまして、将来的に本当マンパワーが

絶対必要になってきた中で、この東伊豆町には足りないよという中で、そのときはちょっと

検討していきたいと思いますけれども、また、その検討するといたしましても、いろいろな

面で補助したときは、この町で10年間以上勤めなければならない、そういういろんな検討課

題が出てくると考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと、何しろ現状では考えて

おりません。 

  そういう中で、本当うちの包括ケア、包括支援センター頑張っています。基本的には、社

会福祉協議会が本当はやらなければならないと考えておりますけれども、その辺を、地域の

うちの包括センターがいろいろな講演会を企画した中で、前回も、認知症のサポーターで

100何名の方が来ていただきました。 

  そういう中で、事業所がやるということはちょっと理解できませんけれども、事業所13団

体が主体となって町が、それはちょっとどういうことかまた教えていただければ、検討でき

ることは検討していきたいと思いますが、言っている意味がちょっとわかりませんもので、

その辺は御理解願いたいと思います。 
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  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいまの内山議員の御質問ですが、研修というのは初

級の講座の研修ということでよろしいですか。 

  この金額が高くなっているということですが、これはやはり社会福祉法人とかが県からの

委託でやる事業につきましては、２万5,000円ぐらいからの価格でできる講習会があります。

それから、４カ月という期間につきましても、ヘルパー２級のときもうちの社協が県から委

託を受けてやったときにやはり３カ月ぐらいかかりました。ですから、金額が安くできる部

分というのは、やはり講習会の期間が長くなるような形が見受けられます。 

  今度の介護の初級の関係ですが、これ県の指定をとった事業所でないと講習会ができませ

んので、うちのほうの社協がその資格を持っているかどうかというのはちょっとまだ確認し

ておりませんので、またその辺は今後確認してみたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 最後の質問の内容になりますけれども、町長言われるように、実際に

は町のほうで補助制度というようなことは今ないということですけれども、国・県の制度が

あるから、それを利用してくれということですけれども、その辺についてまた広報だとかそ

ういうものでＰＲもしていただいたり、それから総務課長のほうから話をしていただきまし

たけれども、実際に私もまだ認識不足で申しわけないんだけれども、できれば、昔、何か初

めのときは地元へ来て出張講習みたいのがあったようなんですね。だから、そういうことが

できればというあればということで、できなければ、それにふさわしい今、下田の社会福祉

法人だとかそういうものをやっているに乗っかっていくとか、そういうものも研究していた

だいてね。やっぱり、この地域の皆さんが十分研修を受けて資格をいただけるような格好に

して、これから介護の対象になる方たちが安心して暮らせるようなまちづくりのことを考え

ていただければと思っています。よろしくお願いします。 

  それで、先ほど言ったＮＨＫで、わざわざ本当に認知症の関係のことをうちの町の包括セ

ンターやっていただけたということで、本当に私も誇りに思っていますよ。今日、朝ちょう

ど見たらＮＨＫの静岡でやっていたものですから、こういうことをやることはすばらしいと

思いました。だから、これがやっぱり今の介護の対象者だとか高齢者に対して、十分に安全
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で安心した町を考えてくれるのかなと思って、終わります。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 答弁求めますか。 

○２番（内山愼一君） もし答弁があれば、なければいいです。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ただいま言った介護資格を取るその制度、一応助成制度、これは町の

広報を通じた中でまた町民に対して啓蒙していきたい、そう考えておりますので、御理解願

いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３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） これは最後の質問になりますけれども、またほかのみなさんが同じよ

うなことの質問がありますから、適度にしていきたいと思っていますけれども、まず町長の

政治姿勢についてということで、2040年時点で人口が１万人を切り、若年女性数も現在の半

分以下になる。それから、自治体が523カ所に及ぶと、元総務大臣増田寛也氏と研究機関が

「提言ストップ『人口急減社会』」で警告をしております。 

  そういう中で、人口減少でのまちづくりの対策をどう進めるのか、次の点を伺います。 

  まず、第１点の人口減少の歯どめと人口の維持の対策について、ちょっと長期的な問題で

なわけですけれども、答弁願います。 

  ２番目には、行財政改革についてどのように受けとめているのかどうか。 

  それから、３番目に、経済の活性化や雇用対策は。町有地等の有効活用での活性対策につ

いて御答弁願い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３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第３問の町長の政治姿勢については３点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の人口減少の歯どめと人口維持対策はについてですが、産業界や学界の有識

者等で国のあり方を議論する「日本創成会議・人口減少問題検討分科会」（座長、増田寛也

元総務相）の試算では、当町2010年の総人口１万4,064人、若年女性二十歳から39歳1,130人

に対し、人口移動が収束しない場合は、2040年には総人口7,224人、若年女性の二十歳から
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39歳359人と推計したことが発表されました。 

  平成24年度を初年度とした「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１万2,068人に

対し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次産業化によりまして雇用問題、子育て支援、少子高齢化など重要課

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点目の行財政改革はについてですが、人口減少でまちづくりにおける行財政改革

につきましては、国全体の人口が減少する中、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・持続可能な町政を目指す必

要があります。 

  このような中、市・町・県共通の行政課題である公共施設の総量適正化や広域行政推進の

ための公共団体間の連携を図るなど、具体的研究を行うために、行政経営研究会が本年度設

置されました。静岡県を初め県下の市町が参加し、部会において公共施設の統廃合による総

量の適正化や施設の長寿命化、維持管理費の最適化、施設の有効活用を行うための公共施設

等総合管理計画策定に向けた取り組みを開始いたしました。また、地方公共団体間の連携部

会においても、人口減少社会の到来を受け、地方公共団体が連携して持続可能な行政サービ

ス提供体制を構築することを目標に、研究を開始したところでございます。 

  そのほか、公民連携、協働といった分野においても、研究が開始されております。 

  今後、中長期的には、この行政経営研究会での研究をもとに、公共施設の利活用や統廃合

も視野に入れながら、管理運営コストの削減方法や広域連携につきましても模索していかな

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点目の経済の活性化や雇用対策は。町有地等の有効活用での活性化対策について

ですが、人口減少社会で地域の活性化を図るためには、他の地域から人を呼び寄せ消費につ

なげる必要があります。すなわち、観光による交流人口を増やしていくことが最も重要であ

ると考えます。 

  産業として捉えた観光は、宿泊業や交通事業だけにとどまらず、商工業など幅広い部分に

影響を及ぼす裾野の広い産業であり、さらに地産地消に取り組むことで地域の各産業に波及

的な効果や雇用の創出がもたらされます。 

  町といたしましては、第５次総合計画で指針が示されているとおり、基幹産業である観光
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産業を核とした６次産業化を推進し、地域経済の活性化と雇用の確保を図り、交流人口の拡

大から人口の地域定着へつなげ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。 

  また、アスド会館を初め未活用の町有地につきましては、以前より売却を基本方針として

いるところでございます。売却処分に当たっては、町民の皆さんの財産ですので、地元に貢

献できる事業目的を持ち、経営を持続できる相手を選定していきたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 人口の減少の対策ということについては、難しいことがたくさんある

わけですけれども、一番は、やっぱり経済を豊かにすれば人口は必ず歯どめがかかってくる

ということですね。それは今、町長言われたような、ちょっと抽象的な形になりますけれど

も、地元の観光資源だか、あるいは自然の資源だとか、そういうものを活用した中で産業を

生んで、それから人口の歯どめをかける、雇用対策も含めてやっていきたいということです

けれども、私も十分その考え方と同じです。 

  そういうことを今度は具体的に、何の産業がどういうふうに育つということについては、

もう少し具体的に考えていくような機能、考えてくるような組織をつくってやっていただけ

ればと思います。 

  産業をこうするための組織、今ある組織の活用でも構いません。もう少し長期的な範囲の

中で人口減少と維持、あるいは経済がちゃんとなるような形のものをつくるような組織の創

設だとか、あるいは既存の組織を活用して、中期・長期的なものをつくっていただきたいな

と思っています。 

  それから、２番目の行財政改革ですけれども、先ほど町長も答弁で言ったように、私も全

く同感なんです。だから、これ今、県が始めて、公共の施設あるいはサービスだとか、そう

いうものについてどうするかということについても、同じように、私どもの町としてもそう

いうことを踏まえて考えていくべきではないかと思っています。 

  私は前から論議しているように、庁舎を総合庁舎にしていくとか、学校の統合化だとか、

消防を統合するとか、いろんな面でお話ししますけれども、そういうコンパクトなまちづく

りについて、やっぱり今から研究していかないといけないと思いますし、それから若者だと

か、具体的にどういう層の人を指すということについては、若者をどういう形のものの施策

を講じて呼びとめるのか、あるいは女性についてはどういう形のものの施策を講じて呼びと
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めるのか、あるいは来ていただくのか、あるいは中高年についてはどうかというような、そ

ういうものも具体的に知るような形も考えていってもらったらどうかと思っています。 

  それから、やっぱり観光が基幹の産業ですから、あくまでも、今は町長も一生懸命、細野

高原だとか稲取高原についてもやっていますけれども、そこらの充実とそれからＰＲ、そう

いうことも含めて十分やっていただいて、この地域が観光で来るだけでなくて、ここの地域

に住むのもすばらしいところだよというようなことを展開していけるような政策を立ててや

っていただければと思っています。 

  それから、私は町有地等の有効活用で活性化の対策ということについては、町長が言った

アスド会館についてもそうなんですね。だから、今、現実にアスド会館というのは体育館程

度しか使っていないんです。そういうことであれば、私もほかの全員協議会だとかで発言し

ていますけれども、安くても構わないと思うんですよ。それで、それが今有効的に、例えば

あそこに老人ホームを誘致をするとかして、100棟あれば、そのうちの30棟が地元の人が入

れるような形の老人ホームを誘致するとか、そういう考え方でもいいと思うんです。 

  それから、今の町有地ですから、無償でいただいたところですから、もっと言えば、無償

でもいいのかな、あるいは逆にほかのところでも、工場誘致をやったか、産業を興すために

町有地を、市有地を無償で提供したり、あるいは売却をしても安くやるとか、あるいは誘致

してきた間の５年間なら５年間については固定資産税を減免するとか、そういう施策を講じ

ているわけです。 

  それと同じように、今、無駄だということはありませんけれども、遊んでいる遊休の町有

地、そういうところについても例えば住宅地として提供してあげるとか、安く提供してやる。

これは、安く提供してあげても、そこに住めば固定資産税というものが入ってきます。ある

いは、事業者に安く貸してあげて、事業者がそこで御商売してくれれば、そこの中で雇用も

生まれるし、あるいは固定資産税等も入ってくるわけです。 

  そういうことを考えれば今、昔は土地というのは１坪でも２坪でもすごい財産だと思うん

です。現在は、昔のそれこそもう半分ではなくて、３分の１ぐらいになっちゃっているんで

すね。例えば、坪15万円の土地のものが５万円とか、そういう単位です。そういうことです

から、遊休で余っている町有地は外部の方、あるいは地元の人に低利で貸すとか、そういう

形を考えて、これからの人口減少社会をとめると同時に、経済の活性化をしてもらうような

ことを考えていくような形をやっていただきたいと思うんです。 

  そういう点で、そういうことを含めた格好の組織づくりといいますか、そういうものを検
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討する町長の諮問機関でも構いませんから、ぜひそういうものをつくって、この中長期的な

経済の活性化と人口の歯どめの政策をぜひ提案をしていただきたいと思っています。それで、

研究して報告をしていただきたいと思っていますから、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） 本当この人口減少に関して４人の議員さんから質問を受けておる中で、

多分答弁は大分ダブると思います。まず私、この本を読ませていただきました。増田さんの

「ストップ少子化・地方元気戦略」、基本的にはこの中では女性の出生率を2.1、それが第

１目標、次が東京一極の集中、これをやめる。これが原則的に大きな課題と考えて書いてお

ります。 

  基本的にはもう国の政策でありまして、そういう中で町としてできるものは何かといった

らば、さっき壇上で言ったように、県と連携しながらいかにコンパクトな町をつくっていく

かということを言われていますし、この中でも６次産業化のこともうたわれています。これ

を二、三回熟読いたすと、やっぱり相当ショックだったもので、どういうことがこの人口減

少が増して、2040年に我が町がなくならない方向でいくというのはどのようにしたらいいか

という中で、この本を二、三回もう熟読させていただきました。やっぱり出たときは本当に

ショックでした。何とかこの町が2040年になくならないような方法でやらなければならない

と考えておりますもので、そういう中で諮問機関ということがありましたもので、そういう

ことが必要なれば、それは諮問機関をつくっていきたいと考えております。 

  まして、これ出たばっかりなものですから、ちょっと研究させてもらった中で、そういう

方向でいければまたいきたいと思いますし、その辺はよろしくお願いいたしたいと思います。 

  そしてまた町有地、これ本当に前から言ったように、これ売却の方法でいきたいという中

で、うちの町、いい町有地はアスドしかないんです、基本的には。それだけれども、今、内

山議員から大変いい提案させてもらったというのは、基本的にはもうアスドにおきましても、

維持費が年間2,500万ぐらいかかっているわけですよ。これを単に４年間そのままいますと

軽く１億いっちゃいますもので、町といたしましても、それは当然高く売ればいいんでしょ

うけれども、長い目で見れば、そういうことを考えれば妥当な線で町は売却していきたいと

考えておりますし、できれば本当にいい企業であれば無償でやってもいいかなということは

常識で考えておりますけれども、それは当然議会さんと皆さんとの相談した中でやっていか

なければならないと考えておりますもので、その辺はまた御理解願いたいと思います。 

（何事か言う声あり） 
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○町長（太田長八君） そういうことは、いろんなことは本当後から、諮問機関をつくる、つ

くらない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） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 最後の町有地等の問題ですけれども、これはぜひ、私も議員になって、

町のほうから逆にアスド会館の提案があったときには、あんまりそれは、昔と違って商行為

ですから、高くそれは売りたいのはやまやまなんだけれども、売れるわけないんです。そう

いうことも踏まえて、逆に私は、今の耐震の関係のものについても、町が例えば老人ホーム

なら老人ホームを誘致をするとすれば、逆に耐震のものの費用については国・県から、耐震

の費用をうちの町はこういう老人ホームを誘致してやるから国・県に出していただけないか

どうかぐらいのことでですね。無償で売るか、それはわかりませんけれども、体育館だとか

温泉の関係がありますから、そういうことも踏まえて、できるだけそういう形のものを確実

にやっていただいて、それで民間に移ればまた固定資産税等も、前の田村町長のときには

900万ぐらいのものが固定資産税で入ったんですね。 

  そういうことを考えれば、雇用の問題と固定資産税等が入れば十分そろばんが合ってくる

と思うし、それからあんまり高望みしているから高くというようなことは、ほかの町有地を

払い下げをしたようなときについても、できれば、地元の人たちが住むところでも事業する

ところでも安く提供してあげるようなことをして、民間を活発にすれば町もよくなるわけで

すから、人口も増えて雇用も増えますから、そういうことも含めてやっていただきたいと思

うし、ぜひそういうまた研究する組織を町のほうで早急につくっていただけるようにお願い

したいと思っています。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 内山議員からいろいろ提案されましたもので、それは検討した中で町

は対応していきたいと考えますので、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２番、内山さんの一般質問を終結します。 

  ここで２時45分まで休憩をします。 
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休憩 午後 ２時２７分 

 

再開 午後 ２時４３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、2040年人口減少問題についてを許し

ます。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは、２問通告してございます。答弁は、一問一答にてお願いを

いたします。 

  また、同じような質問で申しわけございません。また、この後にも、減少問題というのが

続いて、それだけ衝撃的な記事だということでございます。 

  それでは、第１問目、2040年人口減少問題について質問をいたします。 

  この５月８日に日本創成会議において人口推計が発表されたが、896の自治体が消滅の危

機と衝撃的なものでありました。 

  １点目、この問題について町長はどのように考えているか伺います。 

  ２点目、方策などは考えているのかお尋ねします。 

  ３点目、今後の政策について影響はあるか伺います。 

  以上、３点について、よろしく御答弁お願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第１問、2040年人口減少問題についての１点目、この問題

について町長はどのように考えているのかお尋ねします。２点目、方策などはいかに考えて

いるのかお尋ねします。及び３点目の今後の政策に影響はあるかについては関連があります
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ので、一括してお答えいたします。 

  さきに内山議員に答弁いたしましたように、日本創成会議の発表した試算の内容に強い衝

撃を受けまして、危機感を持ち、今後早急に対策を講じなければならないと考えております。 

  また、地域経済の振興を初め雇用・住宅の確保、子育てのしやすい環境整備などとともに、

町の特性を生かし、憩いと交流のある住みよいまちづくりを推進して、人々の定住意向を高

めることが重要かと考えております。 

  総務省や県主催の研修に職員の派遣をさせており、今後の国・県の動向を注視し、できる

限りの施策展開を図っていきたいと考えております。 

  今後の政策への影響については、人口の減少に伴い、税収の減や交付税への依存が高くな

る一方、社会保障関係経費の増が懸念されます。 

○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） 今、１点目については、雇用ということでございました。また雇用と

いうのが、これを考えますと非常に今、東京あたりでも時給1,500円、2,000円出しても人が

集まらないというような時代に入ってきておりまして、まずこの雇用の問題というのが一番

大きな問題になってくるんだろうと。 

  さきに観光業者の方とお話をした際にも、皿洗いですとかそういったものの募集を出して

も応募がないということは、非常に観光業にも将来的に働き手の問題で危機が出てくるんだ

ろうと。 

  そして、先ほど内山議員のおっしゃっていました介護、これが2040年には高齢化率という

か、65歳以上の老年人口割合が52.3％、そして生産年齢人口割合が41.5％と、全く65歳以上

の年寄りのほうが多くなって働き手がいないということでございます。 

  そして、現在の私たちの町の人口ピラミッドを見ても、全くキノコ型で、こういうふうに

上だけが開いて下がすぼんでいると。これがこのままずうっと上がっていくわけですから、

そうすると、この辺が上がって、ここがもっと細くなってくるという考え方でございます。 

  そうしたときに、産業が成り立っていくのかどうか、この辺が非常に難しいかなと。読み

としては、私はどちらかというと、2030年にもう１万人を割るような推計でございますので、

この辺が１つの山なんだろうなという気がいたします。 

  そして、現在の今年の予算で45億ぐらいですか、これが40億ぐらいになってくるのかなと

いう気もいたします。そうしますと、いろいろ事業の起債ですとか、これはまた山田議員の
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ほうから後でやるんだろうという気がいたしますけれども、そういった行政的な不安、そし

て何よりも水道なんかももつんだろうかと。ここが先ほどの消防なんかと一緒で、非常に景

気の１万7,000幾つの時代に１年間200万人に泊まるかどうか宿泊客数の、そのときに至った

ような計画でやってきているうちの町のこの先行きの、ここまで悪くなるというふうにあの

当時読める方もいなかったんでしょうという気がしますけれども、イケイケの時代。 

  それからずうっと右肩下がりで下がってきて、2040年にはもう8,000人を割り込むという

ふうになってくると、かつての人口の半分以下になってくるということです。この辺になる

と私たちも多分生きていないんだろうなという気がしますから。しかしながら、今、役場に

入られた職員、入って５年ぐらいの方たちがみんな課長ですとか、そういう時代になってい

くわけでございます。 

  そういったときにこの方策をどうかといっても、これはまず日本全国の問題として考えて

いかなければならないということでございます。また、途中で合併だとかそんな話も出てく

るのかなという気もいたしますし、ちょっと先行き何か読めないなという気がいたしますけ

れども、その辺についても、職員の数も増やせない、税収も上がらないというような形にな

っていきますと、これからの行政どうしていくんだろうなという気がいたしますけれども、

そこいらについて、先ほど公共の建物、そういったものはなるべく併用していくとか、前に

もこのような質問を町長にした何か記憶もあるんですけれども、なるべく器は、入れ物はつ

くっていかないよと。これから、先ほどの飯田議員の学校の統廃合といったものも、そうい

う問題になってくるんだろうという気はいたします。 

  そういった中で、やはり質を上げていかないと、教育にしても女性問題にしても、やはり

今、どちらかというと学童保育ですとか、そういった施設ももう少しよくしてやるとか、女

性の働きやすい環境をつくって、大体今、東京近郊で住みやすいまちなんていうと、大体そ

ういう買い物が便利だとか文化的なものがあるとか、その中にも自然が残っているとか、そ

ういった総合的なものでランクが決められていくような状況でございます。 

  そういったときに、うちの町の場合には今、伊東へ転出している方もいますし、伊豆高原

あたりへ転出している方がかなり私の周りにも見かける方がいます。退職すると伊豆高原の

ほうへ行ったり、そして河津へ行ったりと、駅の周り、近辺に行くとか、そういったことも

ございまして、見高あたりには相当東伊豆の人間が流出した過去もございます。そういった

ときに、住宅政策等があれば食いとめられたのかなと今、当時の職員としてはそういうふう

に考えています。 
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  ですから、そういったことを少し整理をいたしまして、今、海岸線で津波の恐怖におびえ

たり、そういう方たちの住宅も移転をするとか、何かそういったことがあれば、そしてまた

この方策を今、昨日ですか、県のほうで人口減少問題会議というのを立ち上げたようでござ

いますが、それにつれて、賀茂郡でもそういったものを立ち上げたらどうかと。多分一町だ

けではとてもできる問題ではないなと。 

  あとこの40年のときに、賀茂郡、下田合わせて３万8,000人ぐらいの人口になると、そう

なると下田市ももたないだろうと。そして、各町村も、もう河津町も4,000幾つとかそんな

数字でございますので、そういったものを賀茂郡で何とか食いとめる方策を、逆に下田へ事

業所ができてもそこへ勤められるとか、そういった広域的な、かつては広域圏でそういった

ことを、文化会館は下田につくるとかそういう計画を立てたわけですけれども、それをもう

一度再度やらないと難しい時代に入っているなと。一町だけでそういった施設誘致をしてい

くというのが、非常に困難な時代になってきております。 

  そういった中で、改めて何といいますか、介護なんかもこの40年になりますと、後期高齢

人口が33.5％の割合というふうになってきます。そうしたときに、労働者人口がいなくて、

恐らく介護、これは全国的に大変だろうと、特に東京が大変らしいです。したがって、今、

外国から、インドネシアとか東南アジアの方々を受け入れさせて、５年でそういった資格を

取らせるとかいろいろやっているようでございます。 

  そういったことをやはり賀茂郡も一町で考えないで、そういった提案を町長のほうから下

田を含めた賀茂郡の中で─下田市が入るかどうかわかりませんけれども、そういった中で

考えていったほうが私としてはいいのではないかなという気がいたします。 

  そういたしませんと、どちらかというと、何か負のスパイラルに陥っていくような気もし

ますので、県もこれは大変なことだということで、また、人口減少会議を立ち上げてどうい

った案が出てくるのか、しばらくは様子見ということでございましょうが、やはり我が町も

いろいろな事業をやるに、この2030年、最低2030年を頭の中に入れて計画を立てていったほ

うがよろしいのではないのかなというふうに思いますが、町長のお考えは。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、村木議員が言った、まさにそのとおりだと自分自身は考えており

ます。 

  あと、日本創成会議の結果が発表されて本当愕然といたしました。そういう中で、40年後

にはうちの町は消滅するという中で、すぐ私これ取り寄せました。基本的に国会議員の方に
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もらいました。そういう中で読んでいる中で、やっぱり一番の問題は、基本的には出生率を

まず増加させること。基本目標で出生率の増加、そして東京一極の集中をなくすこと、これ

が第１目標だと考えております。さらに、この町はやっぱり今、村木議員が言ったように、

基本は若者や女性が活躍できるような社会をつくること、これが2040年、そういうことを阻

止するような方向であるということ、ここにも書いてあります。それだけ具体的なことも書

いてある中で、やっぱり基本的にはこれはもう全国的な問題ですから、これはもううち一町

でやることはできませんもので全国的な問題。 

  そういう中で今、村木議員が言った賀茂郡がいいか、それはわかりません。広域の中で物

事をやっていかなければ、当然この町は成り立っていかないと考えております。そういう中

で、やっぱり先ほど言った具体的に皿洗いがうちに来ないとか、そういうことを言われた中

に、やっぱり基本的には正規従業員を増やした中で、今パートさんが大変多いもので、それ

をまず打破することが、この少子化とかそういう2040年の課題であるとうたっております。

これを十分吟味した中で今後のこのまちづくりをやっていきたいと考えて、それでこの中に

は６次産業化もうたっておりますし、都会の人をこの町にまた呼んだことも、これ本当に理

想的なこと書いておりますもので、これが現実にそのとおりになればいいんでしょうけれど

も、また、そのような政策をしていくために、やっぱり国・県の力がぜひとも必要でござい

ますもので、その辺は国・県の動向を精査した中でそういうまちづくりをしていって、是が

非でもこの2040年、我が町がなくならないような方法で、町を預かっている身といたしまし

てはそういうような方向で今後このまちづくりをやっていきたい、そう考えておりますもの

で、いろいろないい提案がありましたらまた議員のほうから提案していただければ、よいも

のは取り入れた中でこの町が存続できる、そういうような方法でこのまちづくりをしていき

たい、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。 

○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） 今、パートということでございましたが、今ここで景気が上向いてき

て、東京あたりのやはり将来的に保障のあるような会社へ人が集まっている状態で、セブン

イレブンなどもなかなか人が集まらないというのが今現状だそうでございます。 

  これがますます人がいなくなると、今の現状でそういうことですから、これがあと20年た

ちそういうふうになったときに、本当に町の形態がどうなっていくのか想像もつきませんけ

れども、必然的に女性の住みやすいまちというのは、まず学校なども教育・文化のレベルを
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上げていくとか、そういったことであの町の教育を受けたいと、あの町の福祉を受けたいと、

そういったそれぞれの町村が知恵を出してくる時代に入ってきたんだろうという気がいたし

ます。 

  いわゆる昔の越境入学ですとか、そういったようなこともまた考えられる時代で、これだ

け人口が減って子供も少なくなってくると、稲高の存続も将来的には怪しいものになってき

ます。そうなったときに、それでは中高一貫教育をつくろうかといったときに、中学も２つ

あると、当然なかなか中高一貫というのが難しくなってきたり、その辺でやはり河津の中学

ですとか、そういったものを含めた中でいろいろ物を考えていかないとなかなか難しいのか

なと。むしろ、そういった特色を出して、やはり子供の力、英語教育に力を特化させるとか、

何かやっていかないと町の特色が出てこないということでございます。 

  そういったところに外国の方なり、今現在も留学している方たちもかなりいるようですの

で、そういう人たちの職場をつくってやる、そういったものは当然県のほうでは金を出さな

いし、逆に町のほうで負担になって大変だろうとは思いますけれども、そういった特色のあ

る形をつくっていかないと難しいのかなという気もいたします。 

  ですから、先ほど学校を統合するとか、そういうことなどは必然的にそうなっていくので

はないかという気がいたします。今現在、大体毎年60人前後生まれてくるわけでございます

けれども、やはりこの辺の幅をもっともっと増やしていきませんと、この人たちが将来もこ

の町を支える。今、なぜこうやって人口が減っていくということになると、二十歳から39歳

の子供さんを産める女性の数が減っているというのが、これが一番の原因だそうでございま

す。 

  そうしますと、今生まれてくる子供たち、ここいらが20年たち、30年たったときに、この

町を支えていく人たちになるわけですので、この辺にやはり手厚いものがないと、女性の方

もこの町は住みにくいというふうになっていくんだろうというふうに思います。 

  ですから、ここいらをどういうふうに、他市町村を見て、よし、あそこよりうちの町のほ

うが教育的にもいけるんだと。むしろ、先ほど町長は子供に対しては情熱的におっしゃって

おりましたけれども、その辺に対して、むしろ金をかけても私はいいのかな。物をつくるよ

り人をつくったほうが。やはり将来の東伊豆町をにらんだときにはそういったふうに。 

  ですから、極端に言いますと、今、家庭内暴力などで子供が日本全国で３万人行き場がな

いというデータがあります。そういった施設をうちの町で一番に受けようと思ったら、でか

い施設をつくって１万人を受けると、人口は１万人増えるということなんですけれども、な
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かなかそういう施設も人手が、マンパワーが必要な施設でございますから、そういったこと

も１つの考えだと。そして、福島の原発のときに手を挙げて、うちの町で福島の方を受け入

れますとか、そういうものも１つの方法だったろうなという気もいたします。 

  ですから、なかなか６次産業で人を増やすといっても、非常に難しいのかなと。ですから、

むしろそういった教育ですとか福祉で越境したり、いろいろ結構昔からある町なんですけれ

ども、そういったやはりよそにないものをうちの町が特色を出して、特化してやっていくと、

その辺に１つの明かりも見えるのではないかというふうに思います。 

  そして、ますます今、都会へ憧れるというより都会のほうが条件がいいと。ですから、将

来、町で人材バンク的なものをつくらないと、大変な時代も来るのかなと。当然、これから

ますます農業の方などは結構ですけれども、そういった方がいないところにはやはり荒れた

土地ですとか、そういった畑がたくさん出てくると。そういうものを１つには、町で１つの

集約して借り受けて、そういったものを会社組織にさせていくとか、そういった事業もむし

ろ、そうすると今都会からお百姓さんをやりたいという方たちもいますでしょうし、この町

には農大出身の方も大勢おります。そういう方たちのつてを頼ったりして、そういった組織

もつくり上げられるのではないかなというような気もします。 

  この町の何か特徴、それをどうするか。それで、今までのやはり公務員の、今までの役場

の考え方では多分無理な時代なんだろうと。僕らの時代の１つの縦割りではなかなか無理な

時代だと。それをどうやってこれから組織の中で横へ広げていくか、その辺も時代であろう

と。そうしますと、人事異動なども非常にスムーズにやりやすい時代に入ってきているのか

なと。今までの縦割りでいくと、いつまでたってもやっぱり脱皮できない。 

  県も、いろいろな組織がえをやったりして、また室がだめになったりとかいろいろやって

いるようでございますが、やはりそういうことはトライしてもらっていいのかなと。やはり、

東伊豆町は違うなというような特色あるものを目指していただきたいというのが、私の最後

の質問でございます。その辺は町長、どういったお考えをお持ちか、よろしく御答弁お願い

します。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） １つには、村木議員が言った特色あるまちづくり、それをやっていき

たいと考えています。 

  しかしながら、やっぱりこれは本当全国的な問題でございまして、これをうちの町だけや

ったとしても、何しろ東京一極集中がこのような現状を招いていると。先般、伊豆縦貫道で
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陳情に行ったときも、島根県の衆議院議員さんが、うちの町ももう４つの市もなくなっちゃ

って、もう島根県自体がなくなっちゃうよ、そういう危機感も持っております。これはもう

全国的な問題でございますけれども、うちだけじゃなくて、もう日本を挙げてこのことに対

して、人口減少、これは取り組まなければならないと考えております。 

  そういう中で、１点は、具体的な施策といたしましては、若者の結婚、子育て、年収500

万を持て、これは本当理想でございます。先ほど６番議員のときも、所得が何しろ少ない中

で、200幾らですか、少ない中でもう最低年収300万を上げる者は多い。これが最低300万な

ければ自立できない。そういう中で、20代、30代の未婚率は正雇用の２倍となっているのは。

こういう正規雇用を増やしていかなければ当然この人口減少とか、できないもので、そうい

うことをやっていかなければならないのは、これはもう国の施策でございまして、この国の

施策を何とかしてくれという町はお願いしたんですが、特色あるまちづくり、これは当然必

要でございます。 

  そういう特色あるまちづくりをした中でこの東伊豆町が生き残っていく、そういう中では

また異業種との交流もこれは必要でしょう。いろんな面で、この町がどのような方向で生き

ていかなければならないのか、またいろんな人の意見を交えた中でこれは考えていくことで

あって、何しろ人口減少に関しましては、うち一町だけではとてもできない問題でございま

すから、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） 次に、第２問、まちづくりについてを許します。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは、２問目のまちづくりについてをお尋ねいたします。今回は、

観光客や住民のために御質問をいたします。 

  現在、国道を走っていると、ガードレールが非常にさびていると、これは海岸端だからし

ようがないなと。昔はガードレールを土木事務所にお願いしてガードロープにしてもらって、

乗用車から海が見えるというような施策を施してきたところもありますが、ちょっと上りに

なって海が見えないところは、そのままガードレールがついているというのが現在の状況で

ございます。 

  そして、私が今回質問したいのは、稲取に入るところの一旦停止ですとか熱川海岸、熱川

温泉へ入るところの一旦停止、こういったものが非常に警察の取り締まりの対象となり、稲
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取の場合には、あそこで人身事故が起きたり、これはいたし方のないところでございますし、

警察も仕事で交通だけではなくて、あそこで不審者のいろいろな検問ですとか、そういった

ものもやるためにいるんだろうなという気はいたします。これはお互いに仕事ですから、当

然、ただ、それが増えているからどうこうではなくて、やはり目に見えてもいけないという

部分もありますので。 

  それで、私がこれを質問するために回ってきたところ、非常に一旦停止が多い。文化公園

の横なども一旦停止で、あそこでもよく取り締まりをやっているということです。また、熱

川もやっている。そういった中で、日本全国同じ標識がついているからとまらなきゃいけな

いのはこれは重々わかります。そして、昨年ですか、クロスカントリーのときに稲高のとこ

ろで取り締まりを受けたといって、伊豆新聞か何かに投書が出ていたような気もいたします。 

  私が言うのは、ここは交通安全の問題なんですけれども、やはり観光のお客に対して、こ

こは一旦停止ですとかいう新たな独自の看板を立ててやるとか、そういったことがむしろ親

切なのかなと。事故防止のために警察も取り締まるわけですから、目的は一緒になるわけで

すね。ですから、そういった熱川などは、ともかく交差点が広くてどこでとまっていいかわ

かりません。 

  それでは、町長のほうから交通安全に。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第２問、まちづくりについては２点からの質問になってお

りますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の交通安全問題についてお尋ねしますについてですが、現在、町が取り組ん

でおります交通安全対策施策ですが、交通安全推進事業として主に交通指導員の皆さんや下

田警察署と連携し、登校時の交通指導、年４回の交通安全運動各種イベント時の交通整理、

冬の一斉街頭指導、飲酒運転根絶夜間パトロール、学校での交通安全啓発などを通年で行っ

ております。 

  また、ハード面では、毎年各区の要望に基づきカーブミラーの新設を行っており、昨年は

３カ所、本年は４カ所の整備を予定しております。また、常時点検を行い、整備・調整につ

いて職員でできるものは即時対応し、その他のものについては随時業者に修繕を委託してお

ります。さらに、交差点や横断歩道の改良にも意を配しております。 
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  このように、住民はもとより、イベントなどで訪れた観光客の方々にも安全に過ごしてい

ただくための施策を展開しております。 

  次に、２点目のきれいなまちづくりについてお尋ねをするについてですが、環境美化に関

するお尋ねと思いますので、現在行っております施策についてお答えいたします。 

  環境美化推進事業として、花の会の皆さんが稲取中学校下、奈良本湯ノ沢、大川国道沿い、

片瀬白田駅前の各ロータリーや各花の会が設置した花壇に年３回花を植栽して、地区の入り

口や町内各所の緑化を推進しております。 

  また、国道135号沿いの13カ所に町と県で設置いたしました植栽は、通行する皆様の目を

楽しませておりますが、これらの草刈りや消毒、施肥等の管理を行っております。 

  一方、町を汚さないとう観点の「きれいなまちづくり」ですが、去る５月の最終月曜日に

行いました町内クリーン作戦は各区の皆さんの協力によりまして、みずからの手で地域をき

れいにする取り組みであります。また、各区から推薦された32人の環境衛生監視員の方々に

より、ごみ集積所の巡回・指導を通年にわたって行っております。さらに、５月と12月の年

２回、県下一斉の不法投棄パトロールを行っておりますが、通報があれば随時現場確認をし

て、その都度対処しております。 

  今後も、住んでも訪れても心地よいまちになるよう、まちづくりを進めてまいりたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 

○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） 今、町長のほうからるる御説明がございました。こういった年４回の

一斉街頭での啓発ですとか、いろいろやっておられるのは知っております。そういったこと

ではちょっと視点を変えて、一旦停止についてまず御質問をさせていただきます。 

  この一旦停止は、警察のほうでは事故防止のために取り締まりはやると、これは当然の話

でございます。そしてまた、不審車両や手配車両もあるんでしょうから、そういった事故、

事件、そういったものの防止のためにも、当然ああいう入り口にいるというのは、これは理

解はできます。 

  そういった中で、私たちも東京へ行っても同じ、とまれというが一旦停止でございます。

しかしながら、今、地元の方たちは大分なれたといったら失礼、とまるくせがついたそうで、

余りそういったところで取り締まりを受けている方はおられなくなった。そして、一番目に

つくのが観光客の方で、やっと着いたと思った途端に、そこで取り締まりを受けると。 
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  そういったときに、やはり何でとまらなかったんだろうと、また、全国的ですから、あの

看板は至るところにありますから、少しなれっこになっている部分もあるのかなと、そうい

ったときに目の前に一旦停止をしてくださいというような看板をつくってやるとか、とまっ

て左右確認をしてくださいとか、そういったいかにも観光地で、とまれの停止線だけで余り

にも上目線でやるより、そういったものをむしろ交通安全のほうと観光課のほうでタイアッ

プして、そういった新しい視点でそういったものをつくったらどうかと。 

  そして、熱川などは、やはり目の前が各旅館さんですとか施設の看板で、濁川のあそこに

ずうっとあるわけですね。そちらへ目が行って、むしろ一旦停止のほうへ行かないというよ

うなこともありますので。ですから、その一旦停止の看板のところにも、下にでもいいです

から一旦停止をしてくださいと、そういった看板を新しい目線でつけてやったらどうかとい

うのが私の提案でございます。 

  そして、文化会館のところも、この間見に行ったときには、ちょうど宅配便のトラックが

とまっていて、全く一旦停止の標識も見えないというのが現状で、これだとそのまま行っち

ゃうんだろうなというのが私の感想でございました。 

  そういったところが町の中にかなり見受けられるのかなと。そして、やはり田舎のところ

なども、ちょうど僕も、その投書の方が取り締まりを受けるちょっと前に行ったときに、あ

そこを通ったんです。私はこっちから行ったら、一旦停止ではないのでそのまま行ったもの

で、その後、取り締まりを受けたような形なんですけれども、ああいうところにも１回とま

ってくださいとか、そういったものをせめて大会のときですとか、上で音楽のフェスティバ

ルなんかあるときに、そういうものを出してやるというようなことを、私から見ると親切で

はないのかなというふうに思いますので、その辺について、やはり少し枠を超えてもらって、

交通安全と観光と両方でやっていただけたらなという気がいたします。 

  そしてあと、下田方面から行って、北川温泉の入り口なんかは右折専用帯ができないのか

なと。そして、伊東のほうから来て大川の集落へ入る交差点、これももう相当前からいろい

ろな交差点改良についての要望が出ているんだと思いますけれども、その辺について、土木

事務所のほうへぜひ町長のほうから言っていただきたいなというのがお願いでございます。 

  そして、きれいにということは、私は稲取の入り口、非常に花がきれいで、一旦停止をほ

っとしておりると、今度はさびだらけのガードレールが駅までつながっていると。それで、

下には雑草が生えていると。それで、またそこを過ぎると、郵便局の先にはフラワーポット

ですとか、そういった民間の方が一生懸命、あの商店街の方が飾ってくれていると。そして、
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そこを過ぎると、またあそこの信号機のすぐ裏あたりに、歩道に雑草が生えているとか、そ

して役場のところへ来るとまた歩道に雑草が生えている。そして、桜も少し切ってくれれば

なと。そして、一番大きなのは、役場の駐車場のさびですね。これも、もう少し何とかなら

ないかなと。あそこをもし避難タワーとして使うのであれば、多分、駐車場の非常階段はも

う軀体までいっているんだろうなという気もしますけれども、穴があいて。だから、そうい

ったところをもしそういう何か補助金でもあるのであれば、あれを避難タワーとして改良す

るんだということで、そういった階段、ドブ漬けですとかいろいろあるんでしょうけれども、

さびないような、誰でも避難できるようなものにしていく。そして、そこを過ぎるとまた花

の会がきれいに花を飾ってくれているということでございますが。小さなことですが、そう

いったところを少しこう、別に金のかかること、土木事務所だから要請すればやってくれる

のではないかと。 

  そして、あそこいらを今、幼稚園の上り口のガードレールがブルーになっていると。稲取

幼稚園の上り口のガードレールは今、空色なんですよ、非常にきれいだなと。それで、駅の

ところをニューサマーのオレンジの色のガードレールなんかにできないのかなと。山口県な

どはナツミカンを売り物にしているものでナツミカン色のガードレールをつけたりしている

もので、そういったものもできるのか、できないのかわかりませんけれども、そういったも

のも１つ頭の中に入れて土木事務所に要請をしていただきたいなというふうに思います。 

  それについて町長の御答弁をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、交通安全の一旦停止の件、これも全く村木議員と一緒で、私も

何度も警察とやり合いました。やっぱり、観光地でございますもので、観光に来た観光客に

対して不愉快な思いをさせるのはいかがなものかという中で、伊豆新聞に載ったときも早急

にやったけれども、職員の方が、もう町長も職員の方からこういう記事をもらっているもの

で、それは対応しますよということは聞いております。 

  最初に言ったとき、町長、そうはいってもやっぱしこれは事故が起きたときは困るもので、

当然一旦停止はやりましょうということ、守るのは当然義務ですと、そういう言い方もされ

ました。しかし、町の幹部で何とかしてほしいといった中で、どうせやるならやっぱり警察

官が見えるところでやってほしいということを僕は再三再四、警察署にも言っております。

やっぱり、観光地でございますもので、せっかく来て悪いイメージを持って帰ってもらうと、

この東伊豆町、観光地のイメージは大変悪くなりますもので、そのようなイメージのないよ
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うな方法でやっていきたいと考えております。 

  それであと、今、村木議員から提案されました、一旦停止とか、左右よく見てください、

そういうことは検討させていただきたいと思います。また敷地の問題とかいろいろあります

もので、何しろ観光客が不愉快な思いでこの町を離れる、そういうようなことさせたくない

もので、基本的にはそういう方向で今まちづくりやっています。それだけは御理解願いたい

と思います。 

  さらに、次、ガードレール、これは県に関しましては県のほうに要望していきたいと考え

ております。さらに、駐車場のさび、これ本当もう再三再四、原課のほうから何とかしてほ

しいということは言われておりますけれども、なかなか予算的に厳しいもので、後々回しで

もう四、五年後回ししているもので、できればやりたいのは現状でございますけれども、そ

の辺はちょっと御理解願いたいと思います。 

  さらに、幼稚園のところのやつは、あれはＰＴＡかな、それともペンキ組合かな、その辺

がやってもらった中でああいうことやって、ボランティアでやってもらったもので、町とし

ても大変ありがたいと考えておりますし、さらに今、村木議員が言ったように、ニューサマ

ーの色にしたらどうかということも、こういうことを提案されるにしても、できれば管理す

る県のほうに、こういう提案があったので、そういう色使いはできるのかどうかということ

を県のほうには言っていきたいと考えております。 

  あと、北川の右折レーンと大川の右折レーン、今、村木議員から提案されました。これは

要望していきたい。今まで、原課、北川とか現地のほうからそういう要望がございませんけ

れども、今、村木議員からそういうことを言われましたもので、これは要望として町はやっ

ていきたい、そう考えておりますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○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） 非常に細かい質問で申しわけございませんでしたけれども、そういっ

たちょっと気づいたところを質問としてさせていただきました。 

  そして、稲高のところも伊東のほうから来ると、稲高の坂下は右折はできないところでご

ざいますけれども、時々曲がっている人もいると。北川のガード下も、あんなカーブのとこ

ろを右折して入っていく人間もいますので、その辺もあわせて、ただ直進だけの標識という

のが非常にわかりづらくて、私も河津のトンネルの先でとめられたことがあります。だから、
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非常にあれは直進のみということらしいですけれども、非常にわかりづらい、また、小さな

標識でございますので結構見落として、ああいったものでも、あそこはちょっと歩道橋で見

えにくいのかなという気もしますけれども、稲高のあたりは。そういった観光客の方が無事

に安全な旅をしていただければというようなことで質問をさせていただきました。 

  これについては別に町長のほうで御答弁がなければ、質問を終わらせていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で５番、村木さんの一般質問を終結いたします。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時３０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２回定例会２日目は成立しましたので、開会します。 

  なお、教育委員会事務局長、税務課長から欠席の届け出がありましたので、御報告いたし

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、あらかじめ皆様の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、将来に向けたまちづくりについてを許しま

す。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 
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○１番（須佐 衛君） おはようございます。 

  ワールドカップも佳境に入ってまいりまして、今朝、日本代表惜しくも引き分けというニ

ュースが届いてきたわけですけれども、サポーターの声援に何とか引き分けたという感じで

すけれども、今日は傍聴席にサポーターといったら失礼ですけれども、お客様お見えになっ

ていますので、一生懸命やらせていただきたいと思います。 

  ３問通告しております。一問一答でお願いしたいと思います。 

  まず、１つ目です。将来に向けたまちづくりについてということで、先般の日本創成会議

人口減少問題検討分科会の報告によれば、全国市区町村の半数に当たる896自治体が、消滅

する可能性があるとして警鐘が鳴らされた。 

  当町は、11ある静岡県の「消滅可能性団体」の中で、２番目に危険度が高い。それを受け

て伺います。 

  ①町はこのような状況をどう認識するか。 

  ②少子化対策が急がれるが、その具体策は。 

  ３点目として、定住化策はということです。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） おはようございます。 

  須佐議員の第１問、将来に向けたまちづくりについての１点目、町はこのような状況をど

う認識するか。２点目の少子化対策は急がれるが、その具体策は。及び３点目の定住化策は

については関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  発表されました内容に愕然といたしましたが、町政を預かる身といたしましては、真摯に

受けとめ、あらゆる施策に取り組み、まちづくりを推進していきたいと考えております。 

  次に、具体的な少子化対策ですが、子育て支援事業としまして、保育ママ事業、放課後児

童クラブ運営事業、こども未来支援事業などの事業を実施しているところであります。今後

の国や県の施策を注視しながら、当町では子育て支援事業といたしまして、若い母親が気軽

に立ち寄れる支援センターを設置してまいりたいと考えております。 

  また、定住化策といたしましては、25年度に完了いたしました空き家・耕作放棄地の調査

を活用した中で、定住化策を進め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。 
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（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  昨日も同様の質問が先輩議員からなされまして、私も昨日に引き続きましての質問という

ことなんですけれども、町長は日本創成会議の報告書を何度も目を通されたとおっしゃって

いました。 

  お聞きしたいのは、町長におかれても町の担当者の方でも、日本創成会議に連絡するなど

をして、何でうちの町は下から２番目ということで危険度がそんなに高いんだということを、

それなりの問い合わせ等、質問等をされたのかということをお聞きしたいと思います。 

  町は、そのような形で、今おっしゃられたような施策をこれからやっていく中で、町に反

骨精神があれば、そのような形で悪い数字が出たということに対して、創成会議に連絡して

いるのではないかというふうに思うんですが、その点を１点お聞きしたいと思います。 

  東京23区で唯一名前が挙がった豊島区というのは、抗議の電話を１本入れたということを

お聞きしました。 

  静岡県内では11の自治体が危ないと言われていて、そのうち８つが伊豆半島にあるという

ことです。河津町を除いた１市４町はレッドゾーンになっている、賀茂郡においてですね。

それで、東伊豆町はというと、川根本町に続きまして２番目に危ないという形が出ていると

いうことです。 

  今日は資料を用意させていただきましたので、そちらのほうもごらんいただきたいと思う

んですけれども、日本創成会議の資料なんですけれども、あわせまして資料の１枚目のほう

です。左側に国立社会保障・人口問題研究所の昨年の３月に出た公的な資料でございますか

ら、もちろんこれも役場は十分承知されていると思うんですけれども、資料が出ております。 

  2010年から40年にかけて、20歳から39歳の女性の人口移動がどれだけかということになる

わけです。もし収束しない場合は、右側の日本創成会議のほうで消滅自治体という形になっ

ているということですが、その下敷きになっているのが左側の人口問題研究所の数字だとい

うことになります。 

  注目したいのは、左側の人口問題研究所の数字で、東伊豆町がマイナス57.5％という形に

なっています。これの数字は、実にこの静岡県内で、実は一番悪い数字になっているという

ことなんですね。この数字を非常に重く受けとめなければいけないのではないかと…… 

（何事か言う声あり） 

○１番（須佐 衛君） 悪い数字になっているということになるわけなんです。創成会議のほ
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うは、何もしなかった場合に人口移動がどうなるかということで、マイナス68.3％というこ

とで10％悪くなっているということです。 

  同じ賀茂郡の数字を見ますと、例えば河津町ですと人口問題研究所のほうがマイナス

24.2％、右側の創成会議がマイナス42.7％、南伊豆町のほうは左側がマイナス37.4、創成会

議のほうがマイナス56.4％ということで、人口問題研究所の数字が非常に低く捉えられてい

るということが言えるわけなんです。 

  この数字はどうなのかなということで、実は私、創成会議のほうに問い合わせて聞いてみ

ました。そうしましたところ、やはり国勢調査に基づく数字をはじき出しているということ

なんですよね。直近の2010年ですか、数字はその前の2005年です。その数字をもとに、いわ

ゆる転入・転出者の数を統計としてはじき出しているということを聞いたわけなんです。 

  昨日もそういう議論になったと思うんですけれども、うちの町は観光立町としてあります。

そうした中で、旅館やホテルが廃業なり、そういった形で業績が思わしくなくなると、やは

り首切りというのが実際にあるわけです。そのような中で、従業員の方が転出するというよ

うな数字というのが大きくここに出ているのかなという感じがするわけなんですよね。ホテ

ルや旅館もしっかり雇用したいんですけれども、なかなかそういうわけにもいかない事情が

あると。東京はといえば、一極集中で、パートもなかなか時給を上げても見つからないとい

う話も昨日ありました。 

  そんな中で、うちの町は非常に苦労しながら、旅館に勤めたいという方をリクルートして

いるという実態もあると思います。これは東伊豆温泉旅館合同ガイダンス、商工会が行われ

ているものなんですけれども、非常に私いい取り組みだというふうに思うんですね。昨年か

ら東京で取り組みを始めまして、今年も行われたということです。たくさん旅館の文化とか

伝統とかというものに興味を持って来てくれる方がいるといいと思うんですけれども、なか

なか旅館側でもきちんと給料を払っているんでしょうけれども、いろいろ非常に難しい問題

も出てきたりしてくるわけです。 

  その中で、私１つ言いたいんですけれども、雇用を確保するために町が何らかの形で旅館

やホテルに対して給与の補填をするというのはどうなのかなという、できないのかなという

ふうに思うんです。そんなことは町ができるはずない、民間にお金を出すのはどうだという

ことで言われると思うんですけれども、ホテル・旅館もオフシーズンがあるわけです。そう

いうオフシーズンは、町のイベントですとか、ボランティアガイドですか、清掃活動ですと

か、昨日も話に出ましたが、ペンキを塗ったり、ガードレールの補修ですとか、あるいは協
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働作業、今、非常に各自治体で取り組まれています。そういった協働事業等の手伝いをして

もらうような形のことで、うまく民間と町が雇用対策というものを築き上げていく、そうい

うことが可能かどうか、そんなことを１つ思っております。 

  今、少子化の問題は、昨日も議論になりましたので、特に深くはここでは質問はちょっと

控えさせてもうおうと思っているんですが、１点だけお聞きしたいのは、西伊豆町で高校生

の医療費の無料化というものをやっております。高校生の無料化、ちょっと飛躍しまして22

歳までですか、それは議会で反対になったということをお聞きしますけれども、うちの町で

はそういう高校生の医療費の無料化というものを検討されたことがあるのかどうか。その点

について、少子化対策に関してお聞きしたいと思います。 

  それから、今回この問題で中心に見ていきたいのは、定住化策ということを上げてみたい

と思います。 

  自治体がどのような少子化対策、定住化策を行っているのかというのが、この数字の資料

のあらわれでもあるのではないかというふうに思うんですけれども、今年の４月に南伊豆町

で「みなみいず暮らし現地セミナー」というものがありました。それは私も大変関心があり

ましたものですから、参加させていただきました。今回が６回目だそうです。南伊豆町とＮ

ＰＯ法人伊豆未来塾さんがコラボしてやっているイベントです。活動を支えるのが、地域お

こし協力隊の２人も活動に加わっているということなんです。この地域おこし協力隊、これ

も私も議会で何度もお話ししていますけれども、移住・定住、観光情報を流したりですとか

地域の情報など、情報発信でも大きな役割を果たしている方たちです。 

  そして、今回担当課として企画調整課が当たられたということなんですが、この担当課と

して同行したのが埼玉県の出身の若手の職員で、南伊豆が好きで移住してきて、職員採用試

験を受けたならば通って、そういうよその地域から移住してきた若手の職員が、その暮らし

現地セミナーというのも支えているということなんですね。その辺の資料もお手元にあると

思います。当日配られた資料は、こんなような形の資料になっています。 

  資料２、その概要と募集要項が裏にあります。 

  そして、資料３のほうに、私が撮ってきた写真がありますので、それもあわせて載せさせ

ていただきました。資料３の左上の写真が、これは集合場所になった宿泊施設のところで、

最初のオリエンテーションのような形のものをやっているところなんです。移住してきた方

たちのところを回っていきまして、この右側のほうですけれども、これは天神原ですか、天

神原でパン屋さんをやっている方のところに行ったところです。そして、下へ行きますと、
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これはジオパークのビジターセンターも見学で訪れましたので、こういう形でジオパークビ

ジターセンター、南伊豆のですね。右側へ行きますと、農家の方のところにこういう形で寄

せさせてもらったと。 

  この伊豆未来塾さんの代表の方がやはり東京から来られた方で、農業をここでやられてい

るということで、この右下の農家の方も、そういう形で現地セミナーに参加して、ここはい

いなということで、空き家を住まいにして、１年ぐらいもう住まわれているということです。 

  こういうようなイベントなんですけれども、移住者のこういう農家を今１年やっていると

いう話をしましたけれども、生の声を聞いたり、そのパン屋さんにしても、町が盛り上げて

取り組んでいるというのがわかります。 

  この日も15人の定員がすぐにいっぱいになったということで、私も移住者として、いろん

なアドバイスをさせてもらったということがあります。 

  お聞きしたいのは、この取り組みには県や国から助成金が、補助金が出ていると思います。

町でもこういった取り組みをやってみませんかというのが私の質問になるところなんですけ

れども、やはり昨日も話が出ましたが、人にお金を使うということ、人にこういう取り組み

ですね、大切なのではないかなというふうに思います。 

  ２回目の質問の整理をさせていただきたいんですけれども、一番最初言ったのは、日本創

成会議に対して、うちの町はどういう考えを、何かぶつけたことがあるのかということ。そ

れから、町が新規就労者の給与を少しでも補填できないかという点。３点目に、定住化策に

対して、町はどういうふうに取り組んでいくか、こういう助成金、イベント等を利用して取

り組めないか。それから、西伊豆町の医療費無料の点、その辺について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、問い合わせはしたか。 

  問い合わせはしておりません。と申しますのは、前から当然このような状況はわかってい

る中で、数字のパーセントに驚いたことはもう壇上で言いました。私、豊島区がなぜ抗議し

たかといいますと、この中で原因として東京一極集中ということを書いてあるんですよ。東

京一極集中の中で、豊島区だけが減少する、これはいかがなものか。私も豊島区の立場なら

ば、当然それは抗議いたします。基本的な考えとして、東京一極集中をやめさせることがこ

の少子化を阻む、この基本目標の中でね。その中で、東京23区の中の豊島区だけがなくなる、

減少する。これは本当にいかがなものかと思いますよ。当然、私が23区豊島区を預かる身な
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らば、それは一極集中の東京、なぜ豊島区だけがそうなるんですかと、それは抗議するのは

当然だと思います。 

  うちの町は、これに関しては抗議しておりません。と申しますのは、やっぱりもう以前か

ら、このような状況になることはわかってきたことだし、それにかつパーセント。 

  それともう一つあるんです。前回の国勢調査のときに、うちの町1,000名近く減る、これ

は本当に減りました。そういうことだった中でこういう状況にしたと私は考えておりますも

ので、その辺は壇上では言えないこともありますもので、1,000名近く減少した結果こうい

うことになっているのではないかと。この状況を真摯に受けとめた中でまちづくりをやって

いきたい、そういうことでわかっていただきたい。 

  さらに、給与の補填、これは一切考えておりません。やっぱり、基本的には民間のことは

民間に頑張ってもらった中で、例えば町が補填するとなると、ある程度共産主義という言い

方─やっぱり資本主義のよさは、民間が頑張った中で社会を構築していくと考えておりま

すもので、給与の補填は一切考えておりません。それだけは理解していただきたいと思いま

す。 

  さらに、高校生の医療費の無料化。これは基本的には私は子育て支援の中で─これはま

だ考えたことは。ただ、西伊豆がこういうことをやるよと聞いたときはちょっと考えました

けれども、果たして、義務教育になった、さらにその上の方に医療費の無料化、果たしてい

かがなものかと自分自身は考えたもので、それまで一応高校生無料化は考えておらない中で、

それ以外に子育て支援、いろんなことをうちの町やっております。給食費の無料化、さらに

壇上で言ったように保育ママ事業、放課後児童クラブ、さらには子供支援事業等、いろいろ

なことやっております。この辺のことは、ほかの町も調べていただければわかると思います。

やっていないところもありますので、とりあえず高校生、22歳までの医療費の無料化、これ

は考えたことはございません。 

  定住化対策に関しましては、壇上で言ったように、空き家調査と耕作放棄地ができました

もので、この１年、自分自身は９月にちょっと協議会を立ち上げた中で、いろいろな施策を

どのような方法がいいか検討していきたいという中で、今、須佐議員が言った国・県の助成

金を活用した中での定住化づくり、これも１つのアイデアだと思いますもので、それは検討

しながら、よければそれは受け入れていきたい、そういう考えでございますもので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 
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○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） 補填の問題ですけれども、普通の状況であれば、それは町長ね、共産

主義という話がありましたけれども、当然そうだと思うんですけれども、今は非常事態です

からね。本当に一番この町の経済主体と言っていいでしょう、経済主体の中で一番しっかり

しているのが町なんですよね、自治体なんです。そういうところが、やっぱり民間のそうい

う苦しいところも見てあげるということが可能であれば、どんどん積極的に考えていく必要

があるのではないかというふうに。ただ、そういうことだけではなくて、先ほど私が言った

のは、町のそういうような困っている部分に対して、シーズンオフの時間を利用して共同作

業とかの手伝いをしてもらうというような形の、うまくそういうもの、新しい取り組みとい

うものができないのかなという、その検討する部分だけでも回答を欲しいというふうに思う

んですよね。 

  それから、中学生まで義務教育という話、高校生も今、授業料が無償化になっている時代

です。大変、高校へ行ってもそのほかの部分でも費用がかかったりするような中で、その辺

のところもですね、国保も大変苦しい財政状況だと思うんですけれども、検討することも必

要なのかなというふうに思います。 

  この３回目の質問に関しては、今回の質問は将来に向けたまちづくりについてということ

ですので、まちづくりについてもちょっと触れておきたいと思うんです。 

  まちづくり協議会というのがありました。私もそこに参加させていただいて、いろんな意

見を言わせていただいた一人でもあります。しかし、それ以来、そのまちづくり協議会、あ

るいはまちづくりに関して余り耳にすることがなくなってきているなというふうに思います。

当町においてまちづくりに関して、まちづくり条例のような形のものはないと私は認識して

いるんですけれども、それは今後まちづくり条例みたいなものを制定する必要があるのでは

ないかというふうに思っております。 

  今年の３月に、やはり南伊豆町の議会を傍聴させてもらったんですけれども、そのときに

南伊豆町の協働のまちづくり条例というものが審議されて可決されました。 

  さらに言いますと、南伊豆町では協働のまちづくりにあわせまして、公的サービスをとも

に担う新しい公共の実現を目指しまして、まちづくりの推進の一環として、公的な事業を主

催する住民団体等を公募して補助金を交付しているというような形のものをやっています。

この辺に関しては、詳しくは次の質問でまたちょっと取り上げさせてもらいたんですけれど
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も、助成金とかそういう話の中でですね。 

  あともう１点、ちょっとお聞きしたいのは、昨日の行政報告の中でまちづくりに関して述

べられていたと思います。協働のまちづくり推進に関しまして、オープン町長室を通じて後

継者の育成に力を入れていくというふうにおっしゃっていました。この辺のところはどうい

う意味なのかなと、ちょっと私聞いていて思いました。若手の奮起に期待する、そういった

ような意味で言われたのか、ちょっとその辺のところも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、給料の関係でございます。 

  困っているのは観光だけではございません。もう町民全体が困っています。観光だけやる

のはとんでもない話で、やるとしたら給料をもらっている町民全員にやらなければならない

ことでございます。観光だけのことではなくて、全体の町内経済が疲弊している中で、観光

だけではありませんよ。建設、商業、全部困っています。観光だけやっていいんですか。観

光だけの問題ではないじゃないですか、はっきり言って。私は町内全体の問題だと考えてお

りますもので、やっぱり観光に特化するのは私はいかがなものかと考えます。 

  その中で、本当にありがたいことで、ボランティア活動が大分浸透してきた中で、町がお

金がないもので、ある程度材料だけ支給してくれれば体張ってやりますという、そういう空

気が大分出てきましたもので、町としては大変ありがたいと思っています。 

  やっぱり、ボランティアの気持ちの中で、確かにボランティアもお金がなければできない

ということはわかりますけれども、今、町内の方は、とりあえずこういう町の状況だから、

材料を支給してくれれば体を張ってやります、そういう空気が出てきておりますもので、町

としては大変ありがたいと感じております。 

  さらに、協働のまちづくり条例、これは将来的に今後検討した中で、そういうことが必要

であれば、それは条例制定していきたいと考えておりますけれども、今のところはそういう

ことは考えておりませんもので、この辺は検討させていただきたいと思います。 

  さらに、オープン町長室、これはなぜやったかといいますと、私は基本的には、若手とい

っても40代、50代でございますけれども、これが町政に対して今まで余り関心がなかったよ

うでございます。やっぱり、40代、50代の方が町政に対しまして関心を持たなければ、絶対

この町はよくならないです。そういう中で、私はオープン町長室を開催いたしました。そう

いう中で、毎回、各団体から四、五人が出てきてくれた中で、そういう人たちがこの町を何

とかしようと、そういう機運が出てきておりますもので、その中で人づくり、まちづくりを
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やっていきたい、そういう気持ちがございます。オープン町長室は、行政報告の中でも言い

ましたけれども、そういう中で人材育成をしながらこのまちづくりをしていきたい、そうい

う考えで言ったことだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、町の経済政策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） ２点目として、町の経済政策についてということで、ここ数年、景気

の落ち込みはとどまるところを知らず、経済指標は軒並み下がり続けている。特に、消費税

引き上げ後は観光も商業も大変厳しい。そのような中伺います。 

  １、経済政策について、重点項目は。 

  ２、活性化助成金等の創設は。 

  ３、東京五輪に向けた取り組みはということです。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） 須佐議員の第２問、町の経済政策については３点からの質問となって

おりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の経済政策について、重点項目はについてですが、経済への影響が心配され

ていた４月からの消費税増税については、３月の駆け込み消費の反動が各業種で見られるも

のの、内閣府が６月９日に発表した５月の消費者態度指数は６カ月ぶりに前月を上回り、増

税後の落ち込みが一時的なものにとどまる可能性を示しております。 

  また、当町におきましても、住宅リフォーム振興事業補助金の４月の申請件数は、昨年と

同数の14件となっており、消費税増税の大きな影響は見られません。そのほか、当町の基幹

産業である観光業については、依然として厳しい状況が続いておりますが、３月、４月の入

湯客数の増減を個々の宿泊施設ごとに分析すると、消費税増税による有意な変化はございま

せん。 

  御質問の経済政策の重点項目についてですが、当然のことながら国・県と同様に、景気の

下支え役となるべく、より効果的な公共事業の実施を目指し、早期発注に努めているところ

であります。 



－101－ 

  さらに、当町におきましては、過去のデータからも観光客数の推移が人口や税収に大きな

影響を及ぼしていることは明らかですので、観光振興に重点を置きまして、６月28日に圏央

道の相模原愛川インターチェンジと高尾山インターチェンジ間が開通予定であることから、

特に東京都の西部や埼玉方面への誘客対策を強化していくなど、積極的に取り組む考えでご

ざいます。 

  次に、２点目の活性化助成金の創設はについてですが、町では経済活性化対策として、住

宅リフォーム振興事業補助金制度や商工会の地域商品券発行に対する補助などを実施し、効

果を上げております。しかしながら、消費税増税の影響を下支えし、経済全体を底上げする

ような助成金制度を町が新たに創設することは、現在の財政状況等から判断すると困難であ

ると考えております。 

  次に、３点目の東京五輪に向けた取り組みはについてですが、東京オリンピック・パラリ

ンピックに対する町としての基本的な考えは、昨年の12月議会の際に須佐議員の一般質問に

お答えしたとおりであります。 

  なお、外国人観光客の誘致については、今後のインバウンドに対する地道な取り組みの延

長線上に東京オリンピックがあるものと考えております。去る４月17日には、観光協会の主

催によるインバウンドに関する講演会を開催しましたが、今年度につきましては観光協会に

対しインバウンド対策の補助金を交付しておりますので、着実な取り組みを促してまいりま

す。 

  また、５月20日には、静岡県スポーツ交流室が中心となり、県内の自治体や競技団体等が

参加して東京オリンピック・パラリンピック推進会議が開催されまして、今後、県全体で各

参加国の事前合宿等の誘致に取り組むことを確認いたしました。 

  当町では、国体でレスリング会場となった実績を生かし、事前合宿等の誘致についての可

能性を探っ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） 今、御答弁いただきましたけれども、消費税が上がりまして、本当に

経済状況の悪さというものを実感しているところです。今、町長も観光だけではないという

ような話もあったわけなんですけれども、もちろんそうです。商業にしても建設等にしても、

非常に悪い状況になっていると。観光ということでいいますと、この夏もまたエルニーニョ

という話がありまして、冷夏だとすると大変厳しい夏を覚悟しなければならないというふう
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に思います。 

  そんな中で、国や県の指導もあろうかと思いますけれども、以前やられたような利子補給

ですとか、そういったような施策というものは今、町で考えておられるのかどうかを１つお

聞きしたいというふうに思います。 

  重点項目を今伺ったわけなんですけれども、昨日の行政報告の中でもそれは出てきまして、

かなりリフォーム助成金ですとか、そういったものも効果を上げているというような話も伺

って、引き続きよろしくお願いしたいというふうに思うんですけれども、観光面でいいます

と、今、期間限定とかプレミアムといったような形の冠をつけたイベントが人気だというこ

とです。いわゆるアニバーサリーイベントと言われるような、何周年といったような、そう

いったイベントもあるということです。 

  そんな中で今、浜松市ですとか、静岡市もそうかな、ゆるキャラで「家康くん」なんてい

うのが登場しまして、徳川家康が亡くなってから400年ということで、そんな形のこともや

っているようです。 

  これは、私はいろんなところで今言っているんですけれども、実は来年2015年というのが、

江戸幕府を築き上げていった法律とも言っていい、「武家諸法度」という法律が発布されて

400年なんですね。その武家諸法度発布400年に合わせまして、アニバーサリーイベントとい

うものをちょっと考えてみてはどうかなということで、これも１つ提案的なもので言ってい

るんですけれども。 

  やはり、うちの町というのは、石曳き祭というのを今また熱川温泉でもやっているんです

けれども、全町的に石曳きのイベントというものを、またそこでですね。非常に400年とい

う区切りの年なので来年、何かお考え─私が言うとやらないかもしれない、考えるかもし

れないですけれどもね。 

（何事か言う声あり） 

○１番（須佐 衛君） いや、ちょっとそうは思えない。 

  そういう400年ということで区切りなものですから、非常にアピール性も高いということ

が言えると思います。その辺のところどうかなというふうに思いましたので、提案させてい

ただきました。 

  助成金の件に関しまして、先ほどの１問目のところで、ちょっと途中でということでなっ

てしまいましたけれども、定住化セミナー、先ほども助成金でやっているという形のものが

あるわけなんですが、市町でその助成金というものを特別に設けて、公募式の助成制度とい
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うものをやっているところがありますよね。例えば、近くでいいますと、熱海市さんですと

か三島市さんですとか、そういうところはその助成制度をやっているというふうに私も聞い

ております。 

  また南伊豆町さんのことをちょっと言うとあれなんですけれども、まちづくり補助金に関

しましてですけれども、きらりと光るまちづくり事業補助金制度というものがあるようです。

これは、昨年に引き続きまして今年もやっているということなんですけれども、そういう民

間の団体、特に観光協会とかいうことではなくて、しっかり頑張って支えようとしているよ

うな団体に対して補助を出しているというものなんです。 

  例えば、ちょっと例を挙げますと、「大人が楽しむ絵本と音楽の世界」というようなもの、

要望額が７万円で７万円助成があると。それから、伊豆半島ジオパークの体験プログラム事

業、これは希望額50万に対して50万満額で出ていたり、南伊豆伊浜の清掃活動、これも助成

金として50万要望額で50万出ていたりとか、それから南のアワ栽培ボランティア活動、こう

いったものも14万ほどの要望額に対して11万4,000円ほど出ていたりとか、森林環境教育啓

発事業、こういったものに対しても25万の要望額に20万。そのほかエコツアーですとか、そ

ういったものに関しても補助がついているという形のものがあります。 

  今の観光の形態を見ますと一概に、観光協会はもちろん頑張ってやっているんですが、そ

れだけでは視野が狭い。いろんな意味で体験、しずおか型ＤＭＯですか、今、観光やってい

ると思いますけれども、そういったようなことを将来的に考えていくと、そういうような助

成金制度をつくっておいて、民間を─先ほど町長は、町長室という形の、私に言わせれば

それは限定的なものなのではないかなというふうに感じてしまうんですが、そういうような

形で、広く公募するというような形をとるということで地域が活力を増していく、地域の底

力というのがそこの辺に出てくるのではないかというふうに思うんですが、その辺のことに

関して町長の御答弁もらいたいと思います。 

  オリンピック、今、オリンピックだけではなくて、やっぱりパラリンピックもしっかり言

わないといけないということで、パラリンピックに関しましても、私もユニバーサルデザイ

ンの関係で、前回の議会でも、12月ですか、お話をさせていただいたところです。12月の定

例会におきまして、余り波及効果はなく、やっぱり課題に捉えてはいないというお話だった

ということだったと思います。大変残念な答弁だったというふうに私は記憶しているんです

けれども。 

  今回の東京オリンピック・パラリンピックというのは、町をＰＲするよい機会だというふ
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うにも思います。一過性のものではなくて、合宿を誘致ができる、選手がこうやって訪れる

ことができれば、もちろんメディアの露出度も非常に高くなってくるわけですよね。そうし

た形になってくると、観光だけではなくて、やはり定住者・移住者というものも増えてくる

かもしれない。インバウンドにもつながってくるかもしれないというふうに私は考えている

んです。 

  先日も若手の議員連盟でそういう話を、東部でちょっと話をしたときに、県の職員の方が

見えて、東伊豆町の動きというのがちょっと見えなかったものですから、そこで東伊豆町は

ゴルフ日本一の町なんですよというふうに、私その県の方に言ったんですよ。そしたら、

「あ、そうだったんですね」みたいな感じで、非常に残念だったというふうに思うんですね。

やはり、これだけのフィールドがありながら、ゴルフも非常に今人気があるスポーツの中で、

ゴルフというオリンピックの競技にやっぱり注目していって、もちろんレスリングも大切な

んですけれども、いろんな競技に触手を伸ばしていって、最後、結果的には１つでも誘致が

できれば、それはすごくよかったということにつながっていく。何か初めからレスリングだ

け狙っていて、ではレスリングだけというよりか、いろんなところにやっぱりそういうこと

をもって、視点をつくっておくということが必要なのではないかなというふうに思うんです

ね。 

  ですので、今回のことに関しては観光商工課が中心にやっていると思うんですけれども、

企画調整課であるとか教育委員会など幅広く、そういったものを横断的に、町の役所を横断

的に組織をつくってオリンピック推進室的なものをですね。これは国体のときにあったと思

うんですけれども、そんなような形のものをつくっていくことも、町の活性化、町民の関心

につながってくるというふうに思います。 

  ここでまた質問の整理をしておきたいと思うんですけれども、１問目のところでは、利子

補給等の施策等があるかということです。それから、武家諸法度400年のアニバーサリーイ

ベント、そして公募型の助成金制度、そしてオリンピック推進室というような形の中で答弁

お願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 利子補給の考え、国・県がいろんな面で施策した中で利子補給が必要

であるならば、それは町としては当然やらなければならないと考えておりますけれども、町

単独での利子補給というものは、今は考えておりません。 

  そういう中で、あと２点目の石曳きの武家諸法度の関係、これは別に須佐議員が嫌いなわ
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けではなくて、須佐議員の提案がよければやりますよ。その辺は誤解しないでいただきたい

と思います。今、そういう提案された中で、これが果たして皆さん方が乗ってくれば、それ

はすると。須佐議員の考えの中で、皆さんがではやりましょうと言えば私やりますけれども、

提案した中で、皆さんがそれはいかがなものかと言えば、それはやりませんし、あくまでこ

ういうことが提案されたもので、それを皆さんに投げかけた中でやっていく中で、皆さんが

やりましょうと言えば、それはやります。１つ提案されたというのは、須佐議員が嫌いだか

らやらない、それだけは誤解は解いていただきたいと思います。 

  次に、まちづくりの件でございます。 

  これは、果たして町が公募するのがいいのかどうか、まず皆さん方からこういうことをや

りたいから何とかしてほしいという、そういう声ができてから、私はそういう助成をやった

ほうがいいと考えております。あくまでも町主導ではなくて、町がこういうやつがあるから

皆さんやってくださいというのではなくて、それは長続きしません。私の考えは、あくまで

も町民方がやりたいから何とか町にしてほしいよという中で、そういう声が多ければ、まち

づくりに対する公募をつくっていきたいなと考えております。町が積極的にみずからそうい

う公募するための助成金、まちづくりのための助成金は今私は考えておりません。 

  次に、オリンピックの関係でございます。 

  今、須佐議員は視野を広げたほうがいいと言いますけれども、これね、ほかの市町村にし

てもみんな狙っております。そういう中で、「二兎を追う者は一兎をも得ず」ということわ

ざがあるとおり、何兎も町のほうで狙っていると、それはなかなかうまくいきません。やっ

ぱりうちの町は、例えばゴルフが出ました。ゴルフ日本一だからゴルフに特化しようとかね。

今、私が考えたのはレスリング、国体やったもので、レスリングでいこうと考えております。 

  そういう中で、やっぱり須佐議員のように何回も視野を広げていけば、東伊豆町はもうこ

れも手を挙げているからいいではないかと必ず却下されます。やっぱり、私としては１つの

特化した中で、それはレスリングがいいのか、ゴルフがいいのかわかりません。私は今、レ

スリングがいいのではないかという中でレスリングと言いました。 

  そういう中で、県の方のほうにも、うちの町はレスリングという中で、レスリングでいき

たいよということはもうある程度幹部に言っております。それは、下のほうにはまだいかな

いと思うんですけれども、上のほうにうちの町はレスリングでいきたいよということは言っ

ていますし、一部の首長にも、私の町はもうレスリング、国体やったもので、レスリングを

誘致したいようなことは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。 
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  オリンピック推進室の部屋、国体でやっていた準備室は、これはもうレスリングが決定し

たから後でできたんですよ。誘致するための部屋ではないということだけ…… 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） そういうことで御理解を。要するに、国体のレスリングをやることが

決定したもので国体室をつくったけれども、オリンピックを誘致するためのオリンピック推

進室というものは今考えておりませんので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 答弁を伺っていて、非常に残念な部分もあるなというふうに思います。

小さな町ですから、町がやっぱり音頭をとってやらないとできない部分というのもあると思

うんですよ。こういうものがありますからどうですかという形で問いかけのようなものを、

助成金に関しても一度やってみるということも、１つ可能性として民間活力につながってく

るものであるのではないかな。 

  額として、金額大きい小さいということは私は言いませんけれども、さっきも50万とか何

万とかいう額の数字というのを、果たしてこれは大きい数字なのかどうかというと、そんな

に大きな数字ではないと思うんですよね。ただ、そうやってみんなで頑張ろうよという形の

ものが出てくるのではないかと、公募式のものというのは。そういうことをやっぱりまちづ

くりにつなげていきたいというものが今思うところなんです。 

  オリンピックの今、町長の答弁にありましたけれども、今、そんな話でいきますと、では

あれですか、今、レスリングのほうはそういう形で手を挙げて、一生懸命やるという方向に

あるわけなんですね。 

（何事か言う声あり） 

○１番（須佐 衛君） ああ、そうですか。最初の答弁でそんなことあんまり聞かなかったも

ので。余り過大評価的な形のものを聞いたわけなので、ちょっとそれは。 

  ただ、私は思うには、ただそれだけでなくて、もっと視野を広くしてがっちりやろうとい

う、スクラム組んでやろうというようなことが町の体制としてやっぱり士気も上がりますし、

そういうことが必要なのではないかなというふうに思います。 

  ３回目の質問を今させていただきますけれども、今、観光協会のほうでスマートフォンの

アプリというのをやっていると思います。実は、これなんですよね。この間、観光協会でも
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らってきて、私も家のテーブルなんかに置いて、携帯電話でピッとやると町の情報なんかが

とられるといったようなアプリケーションがあります。 

  それで、この開発なんかも、１つ大きな町の起爆剤になってくるのではないかなというふ

うに今ちょっと考えているんです。今回予算がなかったということで、聞きますと、業者に

丸投げで簡単なものしかできなかったということなんですけれども、町内でこういうアプリ

のような形のものを検討するような事業所というものを育てていく、こういうことも１つ視

野として持っておく必要があるのではないかなというふうに思います。町内のものですから、

町内のやっぱり事業所というものでそういうものをつくっていったらどうなのかと。ただ、

漠然的に町内のこういうものをやるのにどういう形のものかということになると思うんです

けれども。 

  最近、福井県の鯖江市というところでは、市民が役立つアプリを開発しようと女子高生が

アイデアを出し合ったと。ＪＫ課と呼ばれる、ＪＫというのは女子高生の略なんだそうです

けれども、ＪＫ課というプロジェクトを開始したということなんですね。単なる話題づくり

ということではなくて、これは使えるな、おもしろいなというものを女子高生たちがいろい

ろアイデアを出しているということなんです。 

  今回、うちの町、稲取中と稲取高校で、いわゆるスーパー食育スクールというものが指定

されたということがあります。非常に学生の力というものが評価されてきていると。アイデ

アも、我々大人にはないような非常に柔軟なアイデアを持っているということだと思うんで

す。 

  ですので、その食育スクールがこういうところに─ちょっと話がまた観光と違ってくる

と思うんですけれども、町の産業というものをこういうふうに考えたときに、そういう学生

たちの意見を聞いてアプリケーションを開発するといったようなことが、これからすごく大

切になってくるのではないかなというふうに思うんです。そういうところにやっぱり町も応

援していく姿勢というものをつくっていくと、非常に将来楽しみだ。この町は何かおもしろ

いぞと。高校を卒業して、大学等で出ていく、進学、就職等で出ていく。だけれども、やっ

ぱりこの町のために何か役に立とうということで、そういう学生が将来町を背負っていくの

ではないかというふうに思うんですね。 

  ですので、町を知ってもらうきっかけとして、このアプリケーションというのはすごくい

いことだなというふうに思うので、その辺のところの学生の力を使った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。 
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  今の質問のところは、その辺のところではＩＴ関係のこういうアプリケーション、事業所

の立ち上げのこととか、学生も交えたまちづくりということ、その辺のところについてお聞

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、公募につきましては、須佐議員との考えの相違でございま

す。私は、もうみずから町民がやるべきではないかと考えております。そこで、須佐議員は

ある程度町が公募的な予算をつけてやったらどうかと言います。それは考えの相違でござい

ますから、この辺は議論してもかみ合わないと思います。私の考えは、あくまでもまちづく

りに対して町民がこういうことをしたいとような、そういう町民の自発的なことでやってい

きたい。町が公募を助成するからどうですかと、そういうことは自分自身は考えたくない、

考えることはないということだけ御理解願いたい。 

  次に、アプリと、ごめんなさい。私、今初めて聞きました。観光協会のほうもいろいろあ

るもので、全部を全部把握できません。そんなふうに今アプリということを言われた中で、

たしか予算的なことも、どのくらい入っているか私も聞いておりません。全体的にやってお

りますもので、アプリにどれだけの予算がついているのか、ちょっとそこまで把握しており

ません。これは私の不勉強かもしれませんけれども、予算が足りないということは、その言

い方がですね。やっぱり、アプリやるからある程度ここまでできると、来年は今度またこう

いきたいよということを観光協会のほうも言えばいいのに、予算が足らないからこれしかで

きない、それはちょっと私はいかがなものかと考えております。 

  そういう中で、アプリの中でも女子高生の活用とか、いろんな地元のこと、それは当然地

元でできれば地元と比較した中で、どちらがいいかという中で、それは地元も１つの選択肢

とした中で、これはやっていけばいいのではないかと考えております。 

  そういう中で、若い人の意見を取り入れたらどうか、これは大変私はいいことだと考えて

おりますもので、その辺は観光協会のほうに、そういう若い子の意見のアプリを使ったらど

うかということは言っていきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思

うんです。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

への取り組みについてを許します。 

  １番、須佐さん。 
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（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 最後の質問ですけれども、ＳＮＳへの取り組みについてということで、

最近、各自治体ではＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の利用が急激に広

まっています。その功罪を耳にするところですけれども、次の点について伺います。 

  当町の取り組みについて。 

  ２点目として、公的な立場で発言する際のガイドラインの策定についてについて伺います。 

○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） 須佐議員の第３問、ＳＮＳへの取り組みについては２点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の当町の取り組みについてですが、当町の情報発信については、ホームペー

ジ、情報発信メールでの発信となっており、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス）は実施しておりませんので、御理解のほどをお願いいたします。 

  次に、２点目の公的な立場で発言する際のガイドラインの策定についてですが、ＳＮＳを

実施していないため、ガイドラインの策定は行っておりません。 

  なお、職員の私的利用につきましては、総務省作成の「国家公務員のソーシャルメディア

の私的利用に当たっての留意点」を参考とするよう、総務課長名で通達したところでありま

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） ホームページの話が今最初に出てきて、私はこの町のホームページと

いうのは、すごく見やすいなというふうに実は思っています。その点でいえば、ＳＮＳとい

うのをどういうふうに取り入れていくのかというと、情報もダブったりというか、組み合わ

せがうまくできるのかなというような感じも思ったりもするんですけれども、ただ、旬な情

報を的確に表示するというようなことは、ＳＮＳはやっぱりたけているのではないかという

ふうに思います。 

  一昨年になりますけれども、所属していました文教厚生常任委員会で佐賀県の武雄市に視

察に行ってまいったということですが、その際に報告書でも御紹介していますけれども、そ

の武雄市というところは、またちょっと特殊なと言ったら失礼ですけれども、先進的な町、
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そういった意味では、ＳＮＳに関して行われています。それは、東日本大震災が起こる前か

ら、例えばブログを使って発信したりとか、そういうことをやっていたんですけれども、や

はり大震災の後、ツイッターですとかフェイスブックというものがにわかに注目されるよう

になってきたということなんですね。 

  なぜ注目されたかというと、電話等の使用が制限された際に、携帯電話等で短文のツイッ

ターというものが、いわゆる災害情報であるとか避難所情報、食べ物などのどこに行けばあ

りますよとかというような情報が瞬時にわかるような、飛躍的に広かったというふうに思い

ます。 

  視察した際に、私も懐疑的な部分もあったものですから、担当の方に質問したんですけれ

ども、何を質問したかというと、例えばフェイスブックというものがあります。これは私も

やっていますけれども、顔写真とともに、自分の情報を日記的にこういうふうに上げていく

というような感じなんですね。ツイッターとは違って、非常に匿名性の低い、要するに本人

が自分の実名で上げなければいけないという形のものであるのがフェイスブックになるわけ

なんですけれども、その際に、武雄市では全ての職員にフェイスブックのアカウントを持た

せているということなんです。これはですね、ちょっとどうなのかなと私は思ったんですけ

れども、いわゆる公私混同という話ですよね。ところが、担当の方から返ってきた返事が、

公私混同ではなくて公私一体なんだと言うんですね。ああ、なるほどなと。 

  つまり、例えばどういうことかというと、勤務の以外でも、例えば災害があると、この間

も土砂災害等があったり落石等があったとかというような情報を、近くでそういうことがあ

ったりすると、その住民がフェイスブック等に情報を上げると。そうすると、役場の職員が

見て判断するというようなことが、非常に防災とか災害面に有効的であるということが言わ

れているんです。 

  近年、異常気象であるとか、また、地震、津波等の災害とか可能性がある中において、こ

れは非常に重要なことなのではないかなというふうに私は思ったんですね。 

  再三再四、南伊豆町さんの話をしてあれなんですけれども、南伊豆町さんの場合は、今年

３月からフェイスブックを導入しているということなんです。そこに先ほど紹介しましたま

ちづくり補助金についての公募も載っております。また、ツイッターに関しては、ツイッタ

ーは短文形式のものですね。ツイッターに関しては、建設課でそれを導入しているというこ

となんですね。これはもちろん今、私申し上げましたように災害等の関係、十分これ認識し

てというになると思うんです。 
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  ガイドラインについて、ちょっと述べさせてもらいます。 

  やはり、何といいますか、先ほど町長が言われたのは、総務省の関係というのはこれだと

思うんですね。私もこれちょっと印刷して持ってきたんですけれども、各市町でもガイドラ

インというものをこういうふうにつくって、これは浜松市の例ですけれども、ガイドライン

というものを作成しているということです。 

  気をつけなきゃいけない点、留意点ということで上げられているのが、公務員法に規定す

る守秘義務であるとか、あるいは信用失墜行為、そういったものを禁止していると。それか

ら、政治的な行為の制限、違反する発信を行わないというようなことが上げられているわけ

なんです。 

  この公的な部分というのと、この留意点の形の中に出ているのは私的な部分というものも

取り上げられています。公的な部分と私的な部分。これは２つこういう形で出てきていると

いうことがあるんです。実際に私的な部分に関することであっても、事実に反するような発

信であるとか、他人に不快感を与える、嫌悪感を与えるようなものの発信というものを禁止

する、そのようなことを発信した場合には削除しなければいけないという形のことはこうい

うふうに書かれていて、非常に誠実にそういったものを扱わなければいけないという形のも

のがあるわけなんです。 

  今、町長、その公的なガイドラインということでありましたけれども、公的な中にも私的

な部分というものもここに含まれてきているということで、その辺のところで、町のやっぱ

り町長のその目の届く範囲の中で、それがしっかりできているのかということをちょっとお

聞きしたい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） まず１点は、ホームページに対するフェイスブックとツイッター、こ

れに関して今のところ考えておりません。須佐議員言ったように、うちの町のホームページ

は大変すばらしいものと認識しているように、私も大変いいものと。これ更新は常に行われ

ておりますもので、今に関して、フェイスブックとツイッターに関しては町は考えておらな

いことは認識していただきたいと思います。 

  これが将来的に、そのツイッターによって災害のことがなればいいんだけれども、やっぱ

り結構フェイスブックに対しては本当いろいろ難しさもありますもので、それは徹底した中

でやらなければ私は難しいのではないかと考えておりますもので、安易にフェイスブックを

取り入れるのもなかなか厳しいのではないかということは今自分の頭の中にはあります。 
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  次に、ソーシャルメディアの件に関しては、私は職員に対してはそういうことは一切ない

ということだけは断言して、また、職員はそういうことをしていないということは断言、そ

ういう認識でいるということだけは考えておいていただきたい。 

  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） ソーシャルメディアに関して、私はいいことだというふうに、私が言

ったから、また町長そういうふうに…… 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） そういうことでないと思うんだけれども、職員の方からもそういうも

のは上がってくると思うんですよね。もしそういう形のものが、例えばやっぱり町長も聞い

ていただくということが、これからの災害・防災関係の中では大切なのではないかなという

ふうに思うのと。うちの町はそういうことが、公私にわたってそういうようなことはないと

いうことを今、町長から答弁いただいたので、それを信じていくしかないと思うんですけれ

ども。 

  今回このような、総務省がこういうものを出した背景には、やはりいろんな問題があった

からできたということが言えるわけなんですよね。例えば、福島県の復興に当たっていた復

興庁の職員がツイッター等で不適切な発言をしたと。あるいは、経済産業省でも同じような

事例があったり、地方公務員でもそういうようなことがあったりしたということがあるわけ

なんですが、その辺のところを町としてしっかり見ていただいて、町長の監視の目を持って

いただくということが私は大切になってくるのではないかというふうに思います。 

  それとあと、やはりいろんな形でそうものが出てくる、問題が生じてくる、ツイッターで

もそういう形で名前が、いろんなことを投稿したくなるというのは、やっぱりどことは言い

ませんけれども、職員の心の安定というものも１つあるのではないかなというふうに思うん

ですよね。 

  先々週でしたか、健康づくり課さんのほうで、心の健康セミナーというものをやっていた

だいたと思うんです。私は非常に関心がありましたから、そこに行って話を聞いたんですけ

れども、できればああいうようなセミナーですね、職員の方はみんな聞いていただいて、い

ろんな職場でもわだかまり等があるかもしれないけれども、そういう心の安定を図ることか

ら、ツイッター等でそういうものがなくなってくるのではないかなというふうに私は思うん
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ですけれども、その辺のところについていかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、ＳＮＳに関しまして、今、壇上で須佐議員が言ったように、浜

松市とかいろんなところでガイドラインをつくっておりますもので、町としてもそのガイド

ラインをつくっていきたいとも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、町は年１回、毎年職員研修をやっている中で、そういう心の病とか、そういう先生

を呼んで職員全体に対してやっております。たまたま２週間前、健康づくり課がやった中で、

職員が少なかったということはあります。一応年１回、必ず職員の研修の中でそういう講習

はやっていることだけ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１番、須佐さんの一般質問を終結します。 

  ここで10時50分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時３８分 

 

再開 午前１０時５０分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さんより、一般質問で掲示板を使用したいとの申し出があ

りましたので、これを許可します。 

  次に、14番、山田さんの第１問、人口減少と財政運営についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ４問通告をしてございますけれども、質問は各問ごとにお願いをし

たいと思います。 

  まず第１問、人口減少と財政運営についてお伺いをしたいと思います。 
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  町長については、昨日からいろいろ同じような質問が重なっているかと思うんですが、し

かし、私、ちょっと財政的な面から少し町長と意見の交換をしたいと思います。 

  まず、町の今後の人口推計はどうなっていますかということが１点目。 

  ２点目に、人口減少による標準財政規模はどうなるのか。また、１人当たりの交付税額は

幾らぐらいと見込んでいるのか。 

  ３点目に、人口減少の中で施策、また、施設の見直しも必要ではないかと考えますが、ど

のようにお考えでしょうか。 

  ４点目に、国保、介護保険、後期高齢者等への町の負担金等がどのように推移するという

ふうにお考えになっているのか。 

  最後に、現時点で起債に対してどのようなお考えをお持ちか。 

  以上、お伺いをいたします。 

○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） 山田議員の第１問、人口減少と財政運営については５点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の町の今後の人口の推計はどうなっているのかについてですが、平成24年３

月策定の第５次東伊豆町総合計画においては、目標年であります平成33年（2021年）の人口

を１万2,068人と推計しております。 

  日本創成会議の人口減少問題検討分科会の試算によると、2010年の当町の人口１万4,064

人に対し、地域間の人口移動が将来も収束しない場合、2040年には7,224人と推計されると

のことであります。 

  次に、２点目の人口減少による標準財政規模はどうなるか。また、１人当たりの交付税額

は幾らぐらいと見込んでいるのかについてですが、当町の標準財政規模につきましては、平

成21年度以降、35億円から36億円程度の水準で推移しております。標準財政規模の算出には、

町の税収、普通交付税、地方譲与税などが用いられており、さまざまな要因が関係してくる

ことから、長期的な試算は困難なものとなっております。 

  そこで、１点目の2040年の推計人口7,224人と同規模の県内自治体の状況を見てみますと、

25億円程度であることから、財政構造の違いはあるとしても、標準財政規模は減少していく

ものと考えております。 
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  次に、普通交付税につきましても、人口を測定単位としている費目については当然減額要

因となるものと捉えております。平成25年度の普通交付税では、１人当たり普通交付税額は

約６万7,000円となっておりますが、以前、平成22年度の普通交付税算定資料を用いて人口

減の影響額を試算したところ、平成22年度国勢調査での人口1,100人減により、基準財政需

要額では１人当たり約８万5,000円の減という試算結果となりました。しかしながら、翌平

成23年度の交付額は前年を上回る結果となっております。 

  このように、交付税につきましても非常に多くの項目に基づき算定されていることから、

その他の増減要因もあり、税収を初めとした基準財政収入額との間で不足額が交付される制

度であるため、普通交付税全体での試算は非常に難しい部分がありますので、御理解をお願

いいたします。 

  次に、３点目の施策・施設の見直しも必要ではないかについてですが、内山議員の御質問

にもお答えいたしましたが、将来予想される人口減少を踏まえ、市町と県で共通の行政課題

の解決に向けた行政経営研究会が今年度から設置されましたので、公共施設の総量適正化や

利活用などの研究を行う部会、人口減少社会の到来を受け、地方公共団体が連携して持続可

能な行政サービス提供を構築するための公共団体間の連携の部会に参加しております。 

  今後、この研究会での研究をもとに、公共施設の利活用や統廃合も視野に入れながら、管

理運営コストの削減方法や広域連携等の施策につきましても調査研究し、見直しを図ってま

いりたいと考えております。 

  次に、４点目の国保や介護保険、後期高齢者会計への町負担金はどのようになるのかにつ

いてですが、国民健康保険につきましては、毎月16名程度の方が後期高齢者へ移行している

ため、被保険者及び医療費は減少しておりますが、一方、国保税は低所得者世帯の増加によ

り、軽減者に対する町の負担は増加傾向にあります。 

  なお、平成29年度もしくは30年度に県単位による国保の広域化となる見込みですので、町

の負担金については未定です。 

  後期高齢者医療保険につきましては、高齢化により静岡県内の市町の被保険者が増加する

ことが見込まれるため、医療費も増加し、町の負担金も増加するものと思われます。 

  また、介護保険につきましても、介護認定者の増加に伴い、町の繰出金も増加する見込み

と思われますが、今年度は介護保険事業計画策定年度で、計画により介護給付費等に対する

町の負担金を決定いたしますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、５点目の現時点で起債に対する考えはについてですが、町の地方債の現状につきま
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しては、地方債現在高は、役場庁舎等の大規模事業の償還終了などにより、平成20年度まで

は減少傾向にありましたが、以降増加に転じているのが実情であります。増加の要因といた

しましては、現在も制度が継続しております臨時財政対策債の借り入れを初めスクールニュ

ーディール事業や、防災対策事業に重点をおいて取り組んできたことが主なものとなってお

ります。 

  これらの事業につきましては、町にとって必要な事業であり、なおかつ国の政策と足並み

をそろえることで、財政的にも有利な条件で実施できております。また、臨時財政対策債に

つきましては、後年度、全額交付税算入されることから、健全化判断比率については健全化

の方向に向かっておりますので、残高の増加分が全て後年度負担の増につながるものではな

いことも、御理解をお願いいたします。 

  いずれにいたしましても、この人口減少問題を鑑みますと、標準財政規模の縮小や公共施

設の見直しの必要性、また、社会保障関係経費の増加も見込まれることから、町にとって非

常に重要な問題であることは違いありません。 

  今後につきましても、財政健全化法の指標である実質公債費比率と将来負担比率の動向を

注視し、世代間の負担の公平性も考慮した中で町債の発行管理に十分留意し、身の丈に応じ

た運営に取り組んでまいりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、最後に言われたように、本当にこの人口減少、今までの日本

人の考え方の中では、やっぱり経済や何かというものは成長していくものだということなん

ですけれども、やっぱりこれからの時代は成長だけではなく、成熟をし、また縮小もしてい

くということをやっぱり感じて、そこに意を配していかなきゃいけないと。そういう意味で

は、非常に大事なことは、人口が減少することによるやっぱり財政規模の縮小と社会保障関

連経費の増大が今避けられない、この認識の中で考えて財政を運営されなきゃいけないんだ

ろうと。 

  そういう意味では、町長、最後に言われたように、僕は特に起債の問題なんかで見ますと、

確かに臨時財政対策債ということでいけば、しっかりと交付税算入で補填されているよとい

うふうなお考えのようですけれども、しかし、この借り入れ期間というのが10年とか15年と

いう中で、その間に1,000人、2,000人の人口が減っていくという今状況を迎えているわけで

す。 
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  さらに、我が町の人口だけではないわけですよね。今でも本当にいっぱいいっぱいで営業

されているような旅館やホテル、地元の商店の皆さん、こういうところのやっぱり疲弊、衰

退ということも、これは起こり得るわけですよ。今、１億2,000万人の人口が8,000万人くら

いに縮小していくんだということの中でいけば、当然、どんなに頑張っても、その同じ比率

で考えても、観光客というものはやっぱり３分の２くらいに減少していくのかなと。当然、

そういう意味でも、いろんなところにひずみが生まれてくる。 

  これはやっぱり相当、単なる町が持っている情報だけでなくて、町民の皆さんがそのこと

によって大きな影響を受けてくるということでは、想像以上の財政的な縮小、税収の落ち込

みというものがやっぱり発生するのではないかと。そこのところを今見ていく必要が私はあ

ると思っていまして、そういう点で資料でお出ししましたけれども、本当に町長、町長就任

した当時、その前の田村町政、また、片野町政時代もそうでしたけれども、やはりバブルの

ころに事業が集中したことによって、毎年６億を超えるような償還をしていましたよね。そ

の時期というのは、本当に財政的にきつくて、なかなか事業が思うようにできなかった。こ

れが、ここ数年、今減ってきて、今は５億も切っているという状況がありました。 

  田村町政、また、片野さんの時代をやっていますと、やっぱり当時償還額と借り入れとの

関係でいうと、地方債はできれば償還額を超えない範囲で、超えないというところを１つの

目標にしながら財政運営をしてきた。やっぱり、10年ぐらいの努力があって、今この数年、

二、三年の中で償還が、いわば借金の返済が減り出して、財政もあれしてきた。 

  ただ、この二、三年の傾向は、逆に返すお金よりも借りるお金が大きくなっていく。やっ

ぱり、町の借金ということで考えると、３年据え置きなりの10年、15年返済とかいろんな形

の中で、やっぱりこれは長期にわたって返さなきゃならないということですから、この点で

非常に難しい問題が出てくるのではないかということを十分意を配していただく必要がある

んだろうと思います。 

  それと、施設や施策の見直しについては、先ほど言われたように、内山議員とも町長やら

れていましたので、ちょっと角度を変えて質問をしたいと思うんですけれども、日本創成会

議の皆さんがどういう意図を持ってああいうものを発表されたのかなということを考えるん

ですよね。 

  昨日の町長と議員の皆さんとの一般質問を聞いていても、非常に考えたんですが、恐らく

いろんな市町に警告を発しようという、本人たちの意思はそんなところだったのかもしれま

せんけれども、実際は、確かに我々も警告として受けとめなければならない部分と、ただ、
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やっぱりさっきから言われるように、東伊豆町も消滅自治体ではないかと言われるようなこ

とがどんどんひとり歩きしていく。そういうことによって、例えば私の近所とか周りの人た

ちの中にも、「やっぱりもうこの先、町はなくなっていくだからさ」と、「祭りもやめたほ

うがいいんじゃねえか」とか「これじゃあ、新しく商売やるなんてばからしいぞ」と。結果

として、彼らの意図はどこにあったのかわからないけれども、しかし、前向きに地域の中で

頑張って生きていこうという気持ちをそいでいることは事実なんですよ、これは。 

  非常にそういう意味では、あの報告というのは残念な形でひとり歩きをされているな。 

  活性化活性化という議論の中でも、やっぱりこれは町もそうだけれども、町民の皆さんが

一歩踏み出していただかないと、活性化なんてものはあり得ないと思うんですね。そういう

頑張ろうという人たちに対して、「この先、おたくの町は人口減っていって消滅するんだも

ん」と冷や水かけているような、こういうやっぱり効果をもたらしているのではないかとい

うことは非常に危惧するところなんですね。 

  そこで考えることは、町長、やっぱりこの町で生きていくこと、このことに対しての価値

観を我々がどう持つかというところを非常に改めて考え直さないと。今まで、我々は当たり

前にこの町に住んでいて、当たり前に生きてきたんだけれども、消滅するよという投げかけ

をされた中で、いや、消滅しないよ。でも、都会でお金や、もしかしたら物資や情報にあふ

れる社会の中で暮らすことが本当に幸せなのか、地方の中でこの町で暮らしていくことが幸

せなのか、やっぱりアンチテーゼとしての提案をしていく、生き方の魅力を我々はもう一回

確立を、再発見をしていかないと、この町で生きていこうということがここの町で商売やっ

て頑張っていこうということにつながっていかないのではないかなと。これがやっぱり今回

の問題の一つとして、私は昨日の議論を聞いていてすごく思ったんですよ。 

  そういう意味では、町長、先ほどの施策や施設の見直し等の関連で見ましても、こういう

考え方、この町で生きていくこと、暮らしていくことの意味を打ち立てることを含めていく

と、例えばやっぱり策定したばかりではありますけれども、第５次総合計画なんかも抜本的

に見直していくなんていうこともやらないと、やっぱり財政運営的にもいかないし、個々の

施策についても、本当の意味では効果が上がってこないのかなということを感じます。 

  もう一つの問題は、この問題は2040年問題というふうに一般的にひとり歩きをしているわ

けなんですけれども、しかし、昨日の村木議員の指摘や何かにもありましたし、私もそうい

うふうに感じているのは、やっぱり町長、うちの町の高齢者の実情ということがありまして

ね。言えば、団塊の世代が今もう前期高齢者になっている。これがやっぱりあと10年すると、
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確実に後期高齢者になる。そういう、例えば2020年ごろというものは、完全に高齢者人口の

中でも大半が後期高齢者になると。 

  この事態は、やっぱりどこに問題があるかというと、これは国のデータですけれども、こ

れは総務課長のほうが詳しいんですけれども、前期高齢者の方が介護認定になる率なんてい

うのは国全体の統計でも３％ぐらいになる。しかし、後期高齢者になりますと、当然年齢を

重ねる中で、国の統計でも20％を超えるというのが介護認定者だと。この事態ということを

やっぱり受けとめると、40年どころか、2025年なり2030年ぐらいの段階で、町長さっき言わ

れけれども、国保はもしかしたらと言うけれども、でも、後期高齢者へ行く部分が多いから

といっても、収入や何かが減っていくことで、国保だってこれは国保料も上がっていくとい

う状況も考えられるし、当然それに後期高齢者への負担金が上積みしてくる。そして、介護

保険だって、今より恐らく後期高齢者の数が倍ぐらいになりますから、介護保険料が今の金

額よりも、国全体では1.5倍なんていうことを言っていますけれども、1.5倍なのか、２倍に

なるのか、人口総体の中で見ると、うちの町は団塊の世代の方が非常に多い比率を持ってい

ますから、そうするとこれは２倍ぐらいになるのかもしれません。 

  そうすると、町がもし存在していても、高い国保料とか介護保険料等で、この町で本当に

暮らしていけるのかと、こういう事態が2025年とか30年ごろに生まれてくるのではないかな。

こんなに高いんだったら、私は子供のところへ行きたいなんていうことも出てくるのかもし

れません。しかし、子供のところに行っても─後でやりますけれども、子供と一緒に暮し

たら、途端、今度介護に係る施設に入るときの保険料が上がっちゃうというふうなことにな

ってきているわけですけれども。 

  だから、そういう意味では、2040年の問題というのは、人口の数だけの一つの問題なんで

すけれども、町民が、町長言われるように笑顔あふれてここで暮らしていこうなんてことを

考えると、2025年から30年ぐらいには既に１つの危機が迫っていて、それに対してやっぱり

しっかりと目標を持った対応をしていくという意味でも、総合計画を含めたいろんな町の計

画は見直していくということが必要になっていくのではないかな。 

  そこで、やっぱり今こういう問題提起をされているわけですから、町長初め役場の皆さん、

また、我々議員もそうですよね。こういうことが出たときに、お前たちは何をしていたのか

と、我々ができることの全てをやっぱり働かせて、この問題に対する対応をしていかなけれ

ばならないというのが今私たちの責任のあり方、とり方だというふうに思います。この辺も

あれしていただきたい。 
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  もう一つ、ちょっと感じるのは、これはしようがないんですけれども、人口上、人口統計

をこの創成会議がやっているし、社会保障・人口問題研究所もやっているんですけれども、

果たしてこの出生状況というのは、ただ数字だけ当てはめていますけれども、しかし、これ

は未来予想についていえばほとんど横並びの状況なんですけれども、これも保障されたもの

だということではないわけですから、もしかしたらこれもさらに下がる可能性も考えられる

という状況もありますので、財政的な面から考えても、また、本当に町民の皆さんにこの町

で暮らしていくということに対するしっかりとしたアイデンティティーといいましょうか、

意味をお互い本当に再確認をしていかないとやっぱり力が出てこないという状況に今、我々

は置かれているというふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、町債の残高、本当私、ここ数年上がっている中で、原因は何だ

と聞いたですよ。それで、一般論ではやっぱり臨時財政対策債、これが一番の原因だという

ことは財政のほうから言われております。そういう中で、基本的には山田議員が言っている

臨時財政対策債、今度、地方交付税に算入されるという中で、普通は借金ゼロなんだけれど

も、あくまでも地方債としては上げなければいけないという。 

  こういう中で、今までその中でやってきた中で、臨財債を全部使っていた中で、やっぱり

総務省はそういう考えでございません。前回、財務省のほうから、臨時財政対策債、あくま

でも借金は借金ですよということを言われました。だから、やっぱりあそこの中である程度

考えを変えなければ、当然どんどん起債は増えていくばっかりですから、なるべく臨時財政

対策債を使わないような方向でまちづくりをしていかなければ、幾ら後年、交付税全額返っ

てくるとしても、これは本当わかりませんから、臨時財政対策債、この使い方については十

分慎重にやらなければいけないと今感じているところでございますもので、そういう点の中

で、町債もなるべく今まで以上、直志さんが言ったように償還とか、同じような率でね。な

るべくそういうような方向で今後まちづくりはやっていきたいな、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、第５次総合計画、本当このショッキングなやつが出る前の第５次総合計画、10年

間の計画ですから、見直すということは必要がございません。それによって、ある程度やっ

ぱり見直しをするのも１つ、やらなければならないかなというふうに今考えております。 

  これが出たときは本当ショッキングでね。本当何だかなとやっぱり、国は言いたいこと言

っていると言ったら、言い方おかしいですけれども、基本的には出生率が低いからとかね。
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あとは、東京一極集中だからこういうことが起きてくる、それを何とかしなければならない

ということで、あくまでも楽観論であってはいけないと、また、悲観論であってはいけない

とか、何か抽象的なことがいっぱい書いてあるんですよ。そういうのでやっぱり、将来的に

そういう方向に行くというのは確かでございますから、今、山田議員が言っているように、

この東伊豆町で生きていくための何とか頑張ろうという気持ちのまちづくりという中で、と

りあえず、これが来たときには、何しろ2040年、この東伊豆町が消滅しない方向でみんな頑

張りましょうよということは、一般の人、会う人には言っております。 

  そういう中で、それは本当に抽象的でございますから、その本、どのような東伊豆町が

2040年に生きていくかということは、また今後考えていきたいと思っておりますので、その

辺また議員の皆さんから提案していただいて、昨日は村木議員から、そういう特化した中で

東伊豆町にいたいようなまちづくりをしたらどうか、そういうことも提案されておりますも

ので、その辺またいろいろ勉強した中で、何とか頑張るようなそういう方向でいきたいなと、

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） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 本当、町長、臨時財政対策債は前から私は言っているんですけれど

も、やっぱり借りたものは返すというここの中で、本当に慎重に本当に必要なものをつくる、

充てていくんだと。 

  それで、昨日も内山さんかなんかともやりとりしていましたけれども、本当にやっぱりあ

るもので、それを見直すことで、使えるものをまた使うということなんかも含めて財政運営

はしていかないと、非常に難しいなということは思いは同じなもので、ぜひそこのところは

意を配していただきたいと思います。 

  町長、最後の問題で、今、例えば１つのベストセラーとして、「里山資本主義」というよ

うな本があります。彼、藻谷さんは、この本の中で言われていることは、やっぱり経済活動

においては効率化や競争とか、こういうものが当然必要なんだと。しかし、地域コミュニテ

ィーについていうならば、やっぱり効率だとか経済性ということではなくて、別の価値観と

いうものをしっかりと受けとめないと、同じ効率化ということでやっていけば、それこそ本

当に東京一極集中になってしまうと。 

  ただ、彼は、経済活動においても、東京一極集中ということで考えても、それは限界があ



－122－ 

って、結局、世界中の資源を集めて日本が輸出国になっていく。だけれども、世界の中で見

たら、ヨーロッパ大陸の端にある、極東にある日本にわざわざ資源を持っていって、そこで

生産すること自体が効率的でないというふうに言われかねなくて、やっぱり効率化効率化と

いうことの中では結局、日本自体も否定されかねないという、経済の論理はそういう論理で

はないかと。 

  しかし、そこに、そうではなくて、この地域で、そこにある地理や歴史や文化の上に暮ら

していく人たちの価値観というものを本当に正当に評価をして、そこでの魅力というものを

やっぱりしっかりお互いがこういう機会に再認識しないと、これからまちづくりに力が出て

こないというのが今の率直なところで、町長、本当に言っていまして。本当に、でも、周り

の人たちが「もうあと20年、30年、俺ら死んでいるころはもう町もなくなっているからさ」

と、そういうことが蔓延していることというのは、本当にこれからのまちづくりにとっては

マイナスなことで、意図はどうにあれ、あの人たちを私は決して許したくはないなというふ

うに思います。 

  しかし、突きつけられた問題提起についてはしっかりと回答して、ぜひそれを巻き返さな

ければ、やっぱり元気なまちづくりというか、町全体を活性化して生き生きとして暮らして

いくことはできないというふうに思いますので、その辺を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、山田議員言ったように、本当に心の安らぎの場所、そういうとこ

ろが―基本的にＮＨＫで見たんですけれども、やっぱりある程度都会の人が住みたいとこ

ろは長野県が第１位だったですよね。ということは、やっぱり都心に近く、そういう安らぎ

の空間があるところという、そう考えると、この東伊豆町もある程度都会に近く、そういう

雰囲気もありますもので、そういう環境づくりの中で、この東伊豆町の生き残る道もあるの

かなということで考えておりますけれども、具体的な案はまだこれから考えますもので、そ

の辺またいろいろよろしくお願いしたいと。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、今後の高齢者福祉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） 町長、２問目の今後の高齢者福祉ということなんですけれども、実

はこれ質問をしようということについていうと、実は２つの自分なりの思いがあるんです。 
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  １つは、町長、３期目就任されてのインタビュー等々を見ますと、防災とか人づくりとか、

観光振興という言葉は出てきたんですけれども、実は福祉とか高齢者対策ということは、町

長の口からは実は聞こえてこなかったというのが１つあります。 

  もう一つは、先ほど来の創成会議が2040年ということで、人口が減少していくよ、消滅し

ていくよという問題提起の中で、逆にやっぱりスポイルされてくる、目がどんどん先のほう

に行ってしまうことに対して私は若干懸念を持っている。先ほど言いましたように、東伊豆

町の実は状況からすると、その前に、大量に高齢者になる方々が、もう目前に迫っているわ

けで、これにやっぱり適切に対応しなければ、2040年というところを迎えられるのかなとい

う私は疑問があるわけです。そこで、今日、今回は質問をしようかなというふうに考えたと

ころなんですね。 

  そこで、一応通告通り、４点について質問をさせていただきます。 

  １点目に、今後の高齢者人口の推計はどうなっているか。 

  ２点目に、高齢者の増加に対して、施設や施策の見直しや充実はどのように進めていくの

か。 

  ３点目に、地域医療・介護総合確保推進法案による影響をどう考えるのか、町としてそれ

に対応できるのか。 

  ４点目に、介護保険会計10年後の町民負担について、どのように推計されているのか。 

  以上、４点お願いします。 

○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） 山田議員の第２問、今後の高齢者福祉については４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点目の今後の高齢者人口の推計はどうなっているかについてですが、高齢者人口

の推計につきましては、今年度策定いたします高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画にお

いて人口推計をしていくこととなりますが、ちなみに、国立社会保障・人口問題研究所が公

表した「日本の地域別将来推計人口」によりますと、当町の高齢者人口は平成32年をピーク

としてその後、減少傾向にあるが、人口全体の減少により高齢化率はその後も上昇するとの

ことであります。 

  次に、２点目の高齢者の増加に対して、施設や施策の見直しや充実はどのように進めてい
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くのかについてですが、昨日の内山議員の一般質問でも一部答弁いたしておりますが、今年

度、賀茂郡下で２施設目となる小規模多機能型居宅介護事業所の公募を行い、１事業所が実

施することとなっており、地域密着型サービスの充実を図っております。 

  また、今年度策定する高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画において、国の政策を踏ま

えた中で、高齢者が可能な限り在宅で生活できるよう地域包括ケアシステムの構築、また、

高齢者の人口推計を踏まえた中で、施策や施設整備等を検討していきたいと考えております。 

  次に、３点目の地域医療・介護総合確保推進法案による影響をどう考えるか。町は対応で

きるのかについてですが、同法案は、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保

や地域包括ケアシステムの構築などを柱とする、持続可能な社会保障制度の確立を図るため

の措置であります。 

  地域医療では、医療機能の分化による病床の再編など、介護分野では地域包括ケアシステ

ムの構築に伴う体制の変化などが考えられますが、医療と介護の連携強化を支援するための

新たな財政支援制度も盛り込まれており、今後の動向を注視し迅速な対応を図ってまいりた

いと思います。 

  なお、医療・介護の連携強化につきましては、今年度より、圏域における相互の連携を目

的とした「伊豆今井浜病院在宅医療連携推進協議会」が立ち上げられたところでございます。 

  次に、４点目の介護保険会計の10年後の町民負担はどうなるのかについてですが、今年度

策定される高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の中で、平成37年までのサービス水準、

給付費や保険料水準なども推計し、計画に記載することとなっており、現段階ではまだわか

りませんが、75歳以上の後期高齢者人口が平成37年ごろにピークとなることから、保険料の

負担は増加するものと思われます。 

○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、増加していくという高齢者の問題の中で、当然、現在が、昨

日も内山さんが言っていたように650人ぐらいかな、認定者が、恐らくここ倍近くになって

いくと、やっぱりまず施設が足りないのではないかとか、こういう問題がやっぱりたくさん

出てきますよね。 

  現状は、うちの町は、僕もちょっと今回いろいろ調べてみたんだけれども、うちの町ぐら

いなんですね、特養しかないという町は。ほかの場合だと、割と特養と老健とかというのが

大体あるんですね。うちの町はどうして特養だけなのにというふうに思うと、結局、医療ケ
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アなんかに係る人の場合は、もう下田とか熱海や町外へ行っているんですね。 

  それと、町内でも、住宅型有料老人ホームということが２施設ぐらいあるのかな。そうい

う施設のほうで、やっぱり受け入れをしていただいていて、特養が50床しか町には存在しな

いけれども、そういう周辺のところで相当の部分では引き受けていただいているという状況

だと思います。 

  同時に、うちの町の特徴では、いわゆるデイサービス等の事業者が多いという特徴があっ

て、もしかするとデイサービスによってかなり維持されているのかなというふうには思うん

ですけれども、ただ、これも現状がいっぱいいっぱいだとすると、増え続ける高齢者に対し

て対応はできるのかなという問題が出てくるのではないかなというふうに思っているんです

けれども、この施設の見直しの関係でいうと、町長言われたように、高齢者保健福祉計画の

見直しを今年やるんだということが１つのポイントだと思うんですけれども、この保険福祉

計画の見直しというのが、基本的に３カ年の保険料を算出するということを当然の目的とし

てやっているんだけれども、やっぱりこの10年ぐらいの間に高齢者が増え、介護認定者が増

えるということを考えると、やっぱり保険料の計算は当面３年間ぐらいの推計でいいと思う

んですけれども、施設や施策の見直しというものについていうと、逆に10年ぐらいのスパン

でこういう計画を立てていかないと、３年ごとでは恐らく対応はできないのではないかと思

うんですよ。 

  そういうことを私意図して、長い視点で見ながら今年、この当面の３年間をどうやってい

くのか。当然、保険料の問題もあるわけだから、施設だけでなかったら、では、やっぱりど

の程度の介護予防をもっと進めようと考えるのかというのも、３年間でのスパンではなくて、

10年間ぐらいで保険料が上がっていくな、認定者が増えてくるなと、この時代をどう対応し

ていくのかというものについては、最大限の経費も含めて力を集中して取り組んでいかない

と、ただただ施設に頼る方が増えるという状況になると、大変な問題になっていくのではな

いかなということが一番私は懸念されることではないかなと思うんです。 

  町長、２つ目に、国の地域医療・介護総合法案の関係なんですけれども、これは昨日の朝

日新聞の１面を飾った改革のポイントというやつなんですけれども、これだけ見てもわから

ないし、町長言われたように、確かに地域ケア包括システムをつくるんだとか、入院から在

宅までの一貫したやつだとかと、読んでいると非常に美しい言葉、きれいな言葉、優しい言

葉がいっぱい書いてあるんだけれども、しかし、国の出している法案概要なんかを見ますと、

端々に非常に危険なものがあるんですね。 
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  例えば、特養への入所を介護３以上に限るということが、この法案の中で決まってくるわ

けですけれども、現在でも、国全体で考えれば52万4,000人の待機者の中の約３分の１の方

は、完全にもう施設に入れませんよということにつながっていくんですけれども、うちの町

もそうなんですけれども、今、どこでも大体高齢者世帯、高齢者のみ世帯とかという、単身

世帯という世帯が非常に増加している中で、ここでの施設に入れなくなるということは、非

常に家族への負担が強いられる状況が今後生まれてくるということがあるのではないかとい

うふうに考えられるんですね。 

  その関係で町に特に影響があるのが、要支援部分が町に移行するということだと思うんで

すよね。これは一説には、そのまま受け入れようと思えば、市町では10万人ぐらいの人員が

必要になるのではないかということを言われていますね。 

  同時に、今ある介護事業者は、要支援の人たちがはじかれるということの中では、一時的

には相当今度、経営的なやっぱり厳しさも今の介護事業者のほうでは生まれるということと、

逆に市町で現在の介護認定でいけば、うちの町は大体80人程度ということだと思うんですけ

れども、この人たちの要支援の方々をどう対応するんだろうかと。 

  国会での参考人質疑やいろんな中でも、要支援の人たちは程度が軽いからボランティアで

大丈夫だという見方と、軽い人だから今手をかけて自立させようよという考え方があるんで

すよね。やっぱり、要支援の人たちの見方、また、これに対するケアの仕方、一歩間違える

と、やっぱり病気と同じで、早期発見・早期治療ができなければ、やっぱり重篤の方が増え

ていくということにつながっていくということがありまして、今回この要支援が外されたと

いうことで、町がそこで考えざるを得ないものが出てくるのかなというふうに思うんです。 

  あと、次の一定所得の方から負担を２割にするというのは、国会の議論では、所得で280

万円を超える人たちのところが２割の負担ということになるということで、例えばデイサー

ビスで月8,000円ぐらいかかっている人が当然１万6,000円になると。それぞれの施設の中で

の保険料負担の部分が当然１割から２割になるわけですから、２万円、３万円という金額が

負担が増えるということになっていくということの問題点もあります。町民にとっては、と

ても厳しい問題がありますね。 

  もう一つの問題は、施設入所向けの食費や部屋代助成を縮小するということで今回、これ

一番苦しいのではないかと思うんですよね。町民の皆さんに影響大きいなと思うのは、収入

だけでなくて貯金をも調査をして、ある程度貯金を持っている人に対する今の施設入所され

ている方の食費や部屋代助成を縮小すると。 
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  また、夫婦、親子で世帯分離をしていても、分離している家族において課税者がいれば、

この補助を打ち切るんだというような議論がされていまして、月で考えるとやっぱり２万円

から７万円ぐらいの負担増ということが言われているわけですよね。 

  こういうことで、消費税はたしか５％から８％に上がるのについていえば、社会保障をよ

くするためというふうに私は政府の言葉、政府はそういうふうに言っていたと思うんですけ

れども、どうも言っていることとやっていることが違ってくるのかなと。町長ぐらい、笑顔

あふれて安心して暮らせる国にしましょうということを安倍さんに言っていただきたいなと

思うですよね。本当にそこは町民にとっては厳しい。 

  そこでもう一つ、町長、うちの町にこれが若干関係するのかなというのは、地域医療の関

係ですよね。ベッド規制の問題が出てきているわけですよ。特に、2014年から２年間で９万

床を減らすというようなこともございますね。 

  これについては、都道府県で地域医療構想を策定をして、県知事がその構想に従わない施

設については、公立、民間を問わず、病床の削減や増床を中止を勧告するなどのペナルティ

ーを科すという、地域医療にとっては大変厳しいものが織り込まれているわけでして、この

辺も、例えば昨日も議論がありましたけれども、うちの町で計画されている東部総合病院の

新病院構想なんかに影響がしてこないのかなと。当然、県が病院構想をまだつくっていない、

法案はできたけれどもつくっていないということの中で、すぐには関係ないのかもしれませ

んけれども、ただ、今後の展開の中で、法律としてこういうものが制定されると、では、今

はもう既に今井浜もあるよ、メディカルもあって西伊豆があってという、こういう状況の中

で、新たに工事着工もまだいっていないというこの段階で、こういうところに影響が飛び火

してこないのかなという状況が出てくる危険性がやっぱりちょっとあるのかなということを、

私は非常に不安に思っております。 

  国のやつは、非常に地域医療、これは町民の皆さんにもぜひ知っていただきたいのは、高

度急性期というか、言えば順天堂のような形での高度の救急医療を行うところについては、

入院も15日から16日程度にしようとか、一般急性期病院は９日程度の入院、それを入院の目

標にしようと言っているわけですよ。亜急性期といわれる一般の療養的な、今まででいえば

療養型病院ということなんでしょうけれども、３カ月とか半年とかというふうにいろいろ入

院期間あるんですけれども、入院日数の目標を60日にしようということがうたわれているん

ですね、法律の施行の中で。 

  この辺も、簡単にベッド数を減らして入院日数を国のほうで決められてくると、どこへ行
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けばいいんですかと。さっきの施設のほうも負担がどんどん増えていくと、国民年金の方な

んかは本当に施設を利用できなくなっちゃう。医療難民とか介護難民というような状況がま

すます生まれてくる中で、しかし、町としても、要支援のところとか、かかわらざるを得な

きゃならないところが、これで出てきたわけですよ。町として、この辺の問題についてはど

のように対応するというようなお考えですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、本当この介護につきましては、私３点言いました。その重要性

はもう十分認識しておりますもので、たしか５点の重要施策を言った中で、福祉のことは言

っていなかったと思いますけれども、当然福祉のことはもう重要施策として十分考えおりま

すもので、それは御理解願いたいと思います。 

  さらに、これから福祉計画につきまして、10年先を見込んだ施設、そうことを言った中で、

10年先の施設を見込むと、当然介護保険料が上がっていくと思うんですよ。やっぱり、そう

いう兼ね合いの中で、介護保険料がこれだけ上がっても、その10年後先の施設を見込んだ中

で、町民の皆さんが納得してくれれば、それは当然そういう方向でやれば一番いいことです

から。 

  自分が今一番危惧しているのは、水道料金のことですね。もっと上げたらいいという意見

があった中で、時代状況が大変厳しいから、ある程度最低限抑えるということの中でやった

中でちょっと反省点がありますもので、その辺は十分考慮した中で福祉計画はやっていきた

い、そういう考えでございます。 

  さらに、医療の介護総合確保、これ本当、これは国の決めたことですからもう何とも言い

ませんけれども、町としては大変困るということを、一応ここに政権与党であります自民党

さん、公明党さんがいますもので、その辺は連携した中で、町に負担がかからないような方

向でまた一緒に国のほうにお願いにいきたい、そういう考えでございます。 

  さらに、ベッド数とかいろんなことを言われました。この前の中で、第１回目の地域医療

協議会をやった中では、県のほうが当然ベッド数は、この町は多いから減少していく方向で

いきますということは、そこは言いました。しかしながら、今、山田議員おっしゃった既存

の施設に関しましては特に言われなかったもので、ただ、今のベッド数が確保されているこ

とについては、やっぱり緩和という言い方はおかしいけれども、当然その部屋の、たとえそ

ういうやつが発令されたといたしましても、現状のところに関しましては許可された中で、

新規に関しましてはそういうことは考えると思いますけれども、地域としては本当に困るこ
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とですから、その辺はもう地域医療、たとえ今井浜、伊東があった中の東部総合病院、地域

にとっては大変重要な病院でございますもので、その辺はもう今の方法で、できる方法でそ

れは県には当然やっていかねばならないというふうに考えておりますもので、町民に不便を

かけない。そういう方向になりましたら、また町を挙げて県とかそういうほうに行きたいと

考えております。また、今の現状はそのようなベッド数に関しましてはならないとは考えて

おります。 

  さらに、さっき言った今井浜連携推進協議会、これは本当はっきり言って私はわかりませ

ん。よって、賀茂郡、最初は西伊豆でやろうと思ったところ、県のほうがやっぱり中部、西

部、東部、３地区をつくるという中でやった中で、ここで伊豆今井浜病院が手を挙げた中で、

とりあえずケアとか医者さんとの連携の中で、いいんじゃないかと。実際まだ動いたばっか

りですから、本当に医療とケアとが連携するかどうか、その辺まだ本当の名前だけであって、

実際問題まだ見えてこないことだけは、ちょっとその辺はまた始まったら皆さん方にこうい

う状況だとお知らせしてきたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 介護保険の取り組みにつきましては、今年度策定されます

高齢者福祉計画、介護保険事業計画の中で、通常は３年なんですけれども、今回は地域医

療・介護確保法が改正されることで、10年間の計画となっております。そういった中で、10

年間の中で、施設を盛り込むとか、そういったことを今後検討していかなければならないと

思っております。 

  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） 町長、まず医療の問題でいうと、現行法でも医療計画の中では、人

口が減少するとどんどん医療圏のベッドを削減しなきゃならないということだったですね。

だから、今回の東部さんが増床できたというのは、300床余り持っていた静和さんがなくな

ったという、そのあいた分があったから増床ができたんです。ただ、これがまた今のたしか

1,087とか、そういう今の人口に対してはこのベッド数ですよ。だけれども、これがまた10

年の中で、例えば人口が減ってきますと、このベッド数を持つことも今の医療計画上も、医

療法上もまず無理になってくるわけですよ。だけれども、医療計画の中にはペナルティーは

なかったんです。新しくやろうとなったときになると、補助金出すとか出さないということ
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はあったけれども、今までの医療法はなかった。だけれども、今回の法案の中では、増床中

止だとか削減だとかいうことについて、ペナルティーを科せるという強い権限が出てきて、

これに対して、通常ですと、公立病院がかなり縮小したりどうのこうのするということがあ

ったんだけれども、今回ははっきりと民間に対してもペナルティーを科すと、こういうこと

になってきているので、今後の人口減少がさらに医療の空洞化や過疎を生みかねない。 

  本当は人口を増やしていく、定住者を増やしていこうとかという、本当に安心して暮らし

ていくというためには、こういう福祉や医療の施設というのがしっかりしているということ

がすごく大事なんだけれども、今の法案、法律の制度の中ではさらにそこが減少して、それ

からまた人が転出すると。実際、町内のマンションや別荘地に来た方々も、やっぱり医療の

不足、不振から戻られたという方はたくさんいらっしゃるわけで、本当に定住をしていくと

いうことの中では、やっぱり医療機関の重要性というのは改めて考えていかないといけない

んだけれども、非常に厳しい状況に置かれてくるのではないかなというふうには思います。 

  ２つ目に、地域保健福祉計画の問題ですけれども、10年でやっていく。問題は、やっぱり

お金を取るための計画としてつくるのではなくて、高齢者でも健康で元気にしていくんだと

いうところに１つ大きな目標をもっていただかないと、単なる保険料を計算するために、だ

から、保険料を安くするためには、確かに施設はもしかしたらないほうが保険料は高くなら

ないかもしれないけれども、しかし、この辺はしっかりとやっぱり町民の皆さんの中ではコ

ンセンサスが必要でね。多くの方々が介護で苦しんでいる、また、老人のみ世帯なんかで老

老介護しているんだけれどもということなんかというのは、大変な家庭というのはいっぱい

あるわけで、本当にそういう皆さんにやっぱりこの町で暮らしていくことに少なくても希望

が持てるという状況を提供しないと、介護保険というものの意味がなくってくるわけで、こ

の点はやっぱり十分考えていただく必要があると。 

  最近、１つ、高齢者福祉という枠で書いてあるんだけれども、介護保険がイコール全て高

齢者福祉になっているようなところがあって、そこはちょっと我々考え直さなくちゃいけな

い点があって、私は一番ちょっと思っているのは、高齢者の配食サービスの問題なんですよ

ね。これは、町長、施政方針でもいろいろな見直しがされたと。僕は経費が見直しされたと

いうことは、それはそれで、１つは別にそういうことも必要なのかなと。 

  ただ、問題は、１週間で５食というやっぱり枠があるわけですよ、制度の枠。これが、高

齢者が増加をしていく、また、介護認定者が増加をしていく、そういう状況を考えたときに、

今でもこの、今までも利用しようとしても、５食なかなか受けていただけなかったこととい
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うのも少なくないんですよ、お願いに行っても。５食だけではなかなか暮らしていけないと

いう方はいるんですよね。ひとり暮らしのお年寄りなんか見ていると、特に食事だけしっか

り、例えば毎日でも１食でもちゃんと提供していただけると、家庭で何とか在宅で自立して

生活できるんだけれども、その食事、買い物に行くとか、いろんな自分で食事をつくるとか

という機能が低下してきた中で、介護認定と自立とのぎりぎりの人たちの中では、この部分

が非常に重要に僕はなっていると思うんですよ。だけれども、今回は費用の見直しというこ

とだけで終わっちゃったんです。 

  でも、実態とすると、施設に入れなかったり、デイサービスも待ちがあって、なかなか２

回を３回にできないとか、３回を４回にしたいんだけれどもできないというときに、この配

食事業というのは福祉的な部分で、非常に高齢者がやっぱり在宅で生活する上で、貴重な制

度だと思うんです。これが、しかし、週に５回の配食というここがね、僕は見直して、もう

一回介護事業全般、また、在宅で自立して生活していける人たちをしっかりサポートして、

そこをちゃんと増やして、そこで生活できれば、極端に言えば、デイサービスやそちらへ行

かなくても暮らしていけるよ、こういう人をやっぱり戦略的に増やしていく意味でも、この

配食事業というものも位置づけはもう一回見直しでほしいな。金額だけの問題ではないな。

高齢者に対する暮らしの質を確保するという観点から、ぜひ再検討をしていただきたいなと

いうことがございます。 

  最後に、昨日の内山議員の質問にちょっとかぶるところがあって恐縮なんですけれども、

やっぱり非常にこの問題は深刻になっていくというのが、昨日も内山議員も言われていまし

たけれども、やっぱり医療職、また、介護の人たちが本当に確保できるだろうかと。看護師

も、前から言うように、本当に同じ看護師であるならば東京でいこうとか、いろんな部分が

あるわけですよ。 

  町長、この前、僕は質問したときに、町の奨学金事業を使えばいいではないかということ

を町長言われたんですよね。看護師についても何かって。だけれども、これもやっぱり言わ

れて終わってから見たら、平成14年に改定をして、いろんな制度を、昔あった保健師の奨学

金や何かを含めて、統合した制度になっているんだけれども、奨学金の金額が２万円３万円

でね。看護師だとか、新たにいろんな授業、学校に行ってから医療や介護やという今後も地

域にとって有用な人間を確保していこうとものとすると、これは少し実情としてやっぱりそ

ぐわないのかな。 

  今、看護師はほとんど専門学校から４大の時代に変わってきて、ほとんど大学の理系分ぐ
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らいの負担がかかったりとか、いろんなことをしているという意味で考えても、この支援と

いうものについては、もう一回ちょっと見直していただかないと、使えと言っても２万円や

３万円の奨学金では幾ら無利息だといっても、価値が少ないのではないのかなと思います。

同時に、やっぱり介護や医療の職というのは、特に女性の方が就業されることというのは多

いわけですから、現状における若い若年性の女性の町内での確保、また、仕事の確保という

ことを考えてみても、適切にいろんな効果を発揮させるという意味では、もう少し金額を含

めた位置づけを見直していただく必要があるかというふうに、昨日の議論を、町長と内山議

員の議論を聞いていても、やっぱりあの２万円、３万円でそれやれというのというのは、と

てもちょっと理解できなかったですね。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、地域の福祉計画。コンセンサスを得た中で、10年間の中でこれ

やってきて、そういう考えでございますもので御理解願いたいと。 

  さらに、病院の問題、定住化を促進するのは、やっぱり地域医療が充実していなければ、

山田議員が言ったようにどんどん逃げていますから、この医療の充実が１つの定住化の促進

になると考えておりますもので、それははっきりやっていきたいと思います。 

  さらに、配食回数、これはまた原課等々相談しながら、増やせるものなら増やしながら、

そういう方向でちょっと検討させていただきたい。 

  さらに、あと奨学金の関係、このストップ少子化でもやっぱり20代から30代、いかにこの

町に定住させるかが課題だと書いてありますもので、そういう中でその奨学金の額の問題、

見直しとか、そういうことをまた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） 次に、第３問、稲取漁港整備に関連してを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ３問目の稲取漁港整備に関連してということで、稲取漁港整備の中

で、整備された道路に設置された道路びょうといいますか、チャッタ―バーとか、通称はキ

ャッツアイというふうに町民の皆さんも言っておりますけれども、これがわずか25ミリとか

８ミリというものなんですが、これでつまずいて転んで骨折をするとか、頭から血を流した

とかという被害というものが続出をしているわけでして、そういう意味で、それぞれ区長さ

んなんかでも、こういう形になった経過というのは、祭典の執行だとかいろんなこととの影
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響もあるんだということを聞いたんですけれども、しかし、今の状況のままで、せっかく漁

港と周辺を整備してもお年寄りが行きたがらないと。行って転ぶのが怖いというような状況、

また、観光客もそこでつまづいて転ぶというような状況では、この整備の意味というのがあ

るのかなという感じをするわけですよ。そうしますと、やっぱりしっかりとこれ、何か対応

していただけないのかなと。町としてもう少しリーダーシップをとって、解決を図れないか

ということを考えておりますが、いかがですか。 

○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、稲取漁港整備に関連しての稲取漁港整備で整備さ

れた道路設置された道路びょう、チャッターバーないし通称キャッツアイと呼ばれるものは、

お年寄りや観光客がつまずき転ぶなどの原因となっているが、町や区でもいろいろと検討さ

れていると聞いているが、改善はできないかについてですが、御質問の道路びょうは、昨年

の６月に漁港管理者の静岡県が公安委員会の指示のもと、交差点内の外側線に沿って設置し

たものと承知しております。 

  また、その際には、公安委員会が沿線住民の方々や稲取４区長、町に現地説明会を実施し

ております。公安委員会の指示により設置されているものですので、漁港管理者や町が勝手

に撤去することはできませんが、交差点内の車両通行の安全のためとはいえ、この道路びょ

うによって歩行者がけがをされているということは聞いておりますので、町といたしまして

は、静岡県や公安委員会に改善していただくよう働きかけているところでございます。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長言ったように、区長さんやいろいろな方々も、確かに現場での

説明も聞いたりした。当然、それで過去、祭典の執行やなんかで、やっぱりあそこにポール

が立つような形ではということもあってそうなったり。また、当然といえば当然ですけれど

も、道路地先の方々はそういうものができるという形を考えずに当然家やお店を持っていま

すから、突然にやっぱりポールが立つということで、利用が制限されたりとかあるんです。

当然、僕も下田警察で交通課の方ともお話ししたし、交通課も交通課としてやらなきゃなら

ない責任もあると。それぞれ区長さんは区長さんの思いもあるし、ただ地域の皆さんもある。

それぞれ確かに簡単にはいかないかもしれませんが、技術的な問題も含めて何とかしないと、
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せっかくの整備で港にお年寄りの方々が出たくなくなるという結果になっているということ

はやっぱり非常に不幸なことで、どこかで全てをポールにしない、また、一部はびょうなの

か、残すところ、残さないところ、また別な技術的な方法があるのか含めて、何らかやっぱ

り考えていただかないと。 

  区長さん方も、最初から全部キャッツアイではなくて棒にして、祭りのときに面倒でもそ

こは取り外すこともいた仕方ないなという考えもあるようですけれども、しかし、それをや

った場合でも今度はやっぱり地先の方とかいろんな方の問題も出てくるわけで、誰かの１人

の考えではこの問題が解決をしないので、しかし、下田の警察の交通課であれ、また各区長

さんであれ、皆さんが何とかしないといけないという思いがあるわけですから、ぜひその思

いは束ねて、町のほうがリーダーシップをとって解決をしていただけると、せっかくの整備

に水を差さない状況にしていただきたいなと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） この件に関して本当、山田議員、最初はポールであったものがやっぱ

りポールではいかがなものかというのでびょうになったというような、びょうになれば多少

いいかなという考えています。最近、区長さんから、結構転ぶ人が大勢いるということを言

われました。そういう中で、町といたしましても、やっぱりそういうことになると困ります

もので、今、静岡県、下田土木事務所と警察のほうには、なるべく早く対応してくれという

ことは働きかけておりますもので、その辺はちょっと御理解願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま14番、山田さんの一般質問の途中でございますが、この際、

午後２時まで休憩をします。 

  議員の皆さんにはお知らせがございますから、ちょっとお待ちください。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 １時５５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

  午後より税務課長補佐が出席しておりますので、御報告をいたします。 

  それでは、午前に引き続き、14番、山田さんの一般質問を行います。 
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  次に、第４問、観光振興計画の推進についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ４問目ですけれども、観光振興計画の推進について、町長と議論を

したいと思います。 

  とにかく１点だけについては、現時点でこの観光振興計画を推進する上で、町としてどう

いう課題があるのか、それに対してどう対応しているのかということについて率直に、もう

策定をして１年以上たっているという状況の中で、どういうふうに今状況を認識されている

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

○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） 山田議員の第４問、観光振興計画の推進についての現時点の観光振興

計画の推進上の課題は何か。それにどう対応していますかについてお答えいたします。 

  東伊豆町観光振興計画は、当町の今後の観光振興のあり方について平成33年度までをその

期間とし、昨年３月に策定したものです。観光におけるタウンスローガンを「お湯もぬくて

ぇー、こころもぬくてぇー、食と文化の東伊豆」とし、当町ならではの魅力を最大限に発揮

し、心も体も温まるような観光交流のまちづくりを目指すものです。 

  観光振興計画における５つの基本方針は「東伊豆町らしさ溢れる魅力づくり」「心を満た

すおもてなしの推進」「楽しみ方の積極的な展開」「観光基盤の整備」「実行力のある体制

の整備」となっておりますが、基本方針のどれか１つが欠けても、効果的な計画の推進は難

しいものと考えております。 

  現時点での推進上の課題と対応についての御質問ですが、まず第１に、観光産業の最前線

に立つホテル・旅館の経営者や従業員の皆さんに当事者としての自覚をしっかり持っていた

だくことが最も重要であると考えております。その上で、町民の皆様方にも当町が観光立町

であることを御理解いただき、おもてなしの心を共有していただけるようにお願いをしてい

くことが必要であると思います。 

  計画を着実に進めていくためには、実行力のある体制づくりが最も重要となりますので、

観光協会の組織やイベント内容の見直し等、やる気のある若者の協力や専門家、さらに議会

の皆様の意見なども仰ぎながら取り組んでまいる所存でございます。 
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○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） 町長とこの観光振興計画のほうで、僕は観光振興計画ができたとい

うことでこういう議論もしやすくなったなという実は考えを持っています。その意味でいい

ますと、一番のまず僕は主眼が置かれるべきは、この観光振興計画をつくった中で、やっぱ

り時代が変わった中で、いわゆる団体型とか慰安旅行みたいな旅行形態が変わったんだよと。

観光のニーズが変わっているよと。このことと町長も言われたように、全国観光地化の中で

東伊豆町らしさ、そこをね、やっぱりそこでこれからの観光は勝負していくんだということ

が、この観光振興計画を何回か読んだ中でもやっぱり一番の中心だと思うんです。 

  そうなんだけれども、でもね、実際の中で、この間ワラビ狩りのときなんかもそうなんだ

けれども、観光関係者の方々からは、町がお客さんを連れてこねえとか、少ねえよとか、こ

ういう声が出てくるんですね。町民の方からも、観光バスが来ねえと、何かつくるといった

って観光バスがつくんねえような、例えばワラビ狩りにしたって、観光バスが来ないような

企画はやるなみたいな、こういう感覚って町民の中にもあるんですよ。でも、この状況では、

観光振興計画なんてつくったって、本当に絵に描いた餅になっちゃうんですよ。今までどお

りの団体客が来て、マイクロバスでお客さんが来る時代ではないということがまだ理解でき

ていないのかな。 

  また、これから、地域の資源、歴史や文化や自然、いろんな地域の魅力や資源でやっぱり

観光を展開していこうということについて、自信がないのか、確信が持てないのかというこ

とが、やっぱり今まだ蔓延しているのではないかと僕は思うんですよ。旅館の人たちがサポ

タージュしているとは言いませんよ。だけれども、まだまだ、せっかくこういう計画をつく

っても、前回も町長言ったと思うんですけれども、何で僕なんかがこういう計画を何回も読

んでいるのかなと、質問するために読んでいるんだっけというのはあるけれども、観光の

方々が少なくてもこういう認識をどれくらいしているのかなと私は疑問に思うことが多々あ

るんですよ。町民の皆さんも、もう観光はマイクロバスが来る時代ではないんだということ

をまだまだ理解されていないのではないでしょうか。 

  そういう中で、町長言われているようなおもてなしといっても、全然そこの理解がされて

いかないというのが今の非常に悲しい状況だと私は思っています。ですから、そこのところ

をね、前から言っているように、本当につくったんだけれども、それをみんなのものにして

いくという取り組みがやっぱり１つはおくれているということが、私は感じています。いろ
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いろ町民の方、また、観光関係者の方とのお話をしている中では、そういう感じが一番強い

んですよ。そこはやっぱり、どういうふうにこの計画に対して確信をもってもらって、信頼

を寄せて、一緒に力を合わせていこうかという方向にやっぱり向けていただかないと、いつ

までたったってうまくはいかないんだろうなと。 

  もう一つは、逆に、観光振興計画を一生懸命読み過ぎると、いわゆるいろんな─さっき

町長言ったように、道路ができた、あっちに宣伝に行こう、こっちへ行こうというので、言

えば観光の戦術の方向にいろいろ入っちゃって、例えば稲取温泉はどういう観光地になって

いくのか、そのために我々はどういう努力をしなきゃいけないのかとか、こういう大きな戦

略的な、例えば稲取なら稲取、熱川なら熱川にというところの、どういう自分たちは観光地

を目指して努力をしていくのかな。その中で、それをどういうふうに情報発信をし、どうい

うふうに宣伝をして、お客さんに支持されるような観光地になろうかというところはいかな

いんですよ。 

  ただ何となく、観光協会の総会なんかでもそうなんだけれども、逆に100万人を目標達成

するためにそういう、今度はちょっと圏央道ができたからこっちのやつをやるとかという戦

術論ばっかりなんですよ。この計画に基づいて、やっぱりそれぞれの温泉地、また、東伊豆

町の観光というものがどういう観光にいくのか、この切りかえ。だから、これはやっぱりよ

く、たしかＪＴＢの方だと思うんですけれども、言えば昔からの観光地というか、言い方を

悪くすると手あかがついた観光地が生まれ変わる苦しみをしていかないと、目標が共有でき

ないですよね。湯布院みたいに、何にもなかったところがバーデン・バーデンみたいな１つ

の温泉保養地を目指そうといって、ゼロからやったところと違うわけですよ。 

  今までのまだ遺産というのか、残像もある中で、これからどうしていくのという、何かそ

こへ向かうべき方向もなかなか共有できていないということが非常に多々あって、細かい戦

術だけではなかなか解決をしていかない、どうも肝心なところが抜けているのではないかな

というような私は非常に認識を持っていまして、私はそういうところが課題として今あるの

ではないかと。一生懸命こういう方向でやろうといっても、まだまだ力を合わせていく、ま

た同じ方向を向いていくというところにはならないなというのが１つ、観光関係者の中、ま

た町民の中に問題としてある。 

  もう一つは、この計画でもそうだし、町長も盛んに言われて、町民の皆さんにも観光地だ、

観光立町だからと言うんだけれども、やっぱり農業、漁業についても、本当に観光の人たち

も農業、漁業を生かしていこうとか、そこを使っていこうという気持ちがないと、農漁業を
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含めたいろんな町の関連の方々も、やっぱりそれは観光の方々だけのことでしょということ

になってしまいますよね。 

  読んだ本の中で、観光地は地産地消ではなくて地消地産だと、いわゆる消費する場所が与

えられているんだと。農業圏が一生懸命自分たちの農産物をつくってブランドに育てて、一

生懸命売り歩かなくたって、ここに消費する１つの市場があるわけでして、そういう意味で

は、農漁業を本当に自分たちの観光産業の一つの魅力に打ち立てていこうということなんか

でいけば、やっぱりもっと町民との、また、農産物を初めとした町民利用というのをもっと

促進していかないと、幾ら言っても観光のことで生活していないとか、観光の方々とのそう

いう一体感というのはやっぱり生まれてこないのではないのかなと。この辺が私は率直に、

ちょっと観光振興計画を見る中で、現状このままでいくと、そこを解決しないとこの計画は

前へ進んでいかないかなという感じをしていますが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員、この観光振興計画を何回も読んでもらって本当ありがとう

ございます。 

  それで、以前、山田議員から指摘されましたこの観光振興計画が浸透しているか、どれだ

けの町民の方が知っているかという中で、その指摘を受けた中で今回、商工会の総会とか観

光協会の総会、もろもろの面でこの観光振興計画の本を皆さん方に与えております。 

  そういう中で、徐々にこの観光振興計画のほうは浸透していくと思いますけれども、今、

山田議員が言ったそのとおりでございまして、基本的には前回やっぱり、これ１つ言ったら、

オープン町長室をやっている中で、いつも商工会と農協の青年部は必ず大体出てくるんです

よ。しかしながら、観光に携わっている人が来ないという中で、これはもう再三再四、私は

苦情を言っている。観光立町の中で、観光の方がこのまちづくりに入ってこないとおかしい

じゃないかという中で、ちょっと１回勉強会を開きました。観光振興計画に対する勉強会を

開いた中で、観光の方も若手が四、五人出てくれた中で、そういう中で商工者、また農業者

の中で、やっぱりいい計画だからこれに沿ってまちづくりをやっていきましょう、そういう

雰囲気が出てきましたもので、やっぱりそういう中でも全体的なこの観光振興計画の趣旨を

皆さん方に知ってもらった中で、これからまちづくりをしていきたいと考えております。 

  確かに、一番いいのは、山田議員も聞いたと思います。観光協会の総会の講演の中でＪＴ

Ｂの方が言いまして、やっぱりああいう発想は非常に大事だと思うんですね。当然見直しも

していかなければならないと考えておりますし、また、ＪＴＢの講演者の方にまた直接プラ
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イベートで話し合った中で、この町の方向性とかまた探っていきたいと考えております。基

本的には私もこの観光振興計画、自分自身は大変すばらしいものができたなと考えておりま

すもので、この観光振興計画にのっとった中でまちづくりをやっていきたいし、また、山田

議員からいろいろなことを提案していただければ、それに沿った中でまた取り入れるものは

取り入れた中で、この東伊豆町をよりよい町にしていきたいと考えておりますもので、よろ

しくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 今、町長言われたように、観光協会の総会のときのお話は大変有意

義で、観光協会の会長さんや事務局長さんなんかもやっぱり観光振興計画をある面徹底して

いく、また、それを理解を深めようというような意図もあったのかなというふうには思うん

ですけれども、しかし、残念だったのは参加していた四、五十人しか聞かなかったんですね。

あのときは、有線テレビは両方とも入っていなくて、本当はああいうものを議員も全員そう

だし、役場の職員そうだろうし、また、町民みんなでこれからの観光ということを考えてい

く上で、ああいうものをみんなで聞く機会があったらよかったなというのはちょっと問題と

してはあったかなと思うんです。ただ、そういう形でいろんな話の中を通じて、いいものは

いい、また、悪いものは悪い、そこは考えを変えなきゃいけないよというところをはっきり

としてやっぱり前へ進んでいかないと、今の状況の中でばらばらな形で、みんなが向いてい

る方向が違うというようなことでは、観光振興なんていうのはやっぱりできていかないので 

  そういう点で、地域の資源というものに本当に確信を持てるようなまた事業展開、申しわ

けないけれども、僕はイルミネーションとか段飾りについていうと、ちょっとやっぱりどう

しても二番煎じだなという意識が立っちゃうんですよ。雛のつるし飾りの祭りというのは、

そういう意味では１番最初に手を挙げてやったというのもそうだけれども、地元にあるもの

をそのままストレートにイベントにしていったというところでも、そこが先陣を切るからや

っぱり魅力があったんですよ。効果も大きかったんですよ。やっぱり同じようなことをやっ

ているから失敗はしないだろうから、ではやってみようというのは、そこそこ人は来るんで

すけれども、やっぱり二番煎じ、三番煎じというのはそれだけの効果しかないわけですから、

やっぱり本当の意味でのこの東伊豆町の売り出しということにはそうそうならないという部

分もあるものですから、やっぱりまだまだそういう点では町長言って、若手の人たちもとい
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うことはあるんだけれども、まだ本当にそういう雛のつるし飾りを１つイベントに押し上げ

たような地域の魅力を打ち出してやっていこうというところは、まだ何か、私はそういう雰

囲気がまだできていない。でも、ひなでさえこうできたということを考えれば、やっぱり自

分たちの問題だけではなくて、来てくれるお客さんに支持され共感されるようなテーマとい

うのはまだまだたくさんあると思うので、そこはやっぱり心研ぎ澄ませて力を合わせていく

ところだと思うので、ぜひそういう方向で頑張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） 本当に山田議員から言われた、本当にまだまだ私、とりあえず、何と

かしようという湧く気持ちがありますもので、今、山田議員が言ったような方向で、雛のつ

るし飾りもやっぱりやったときは本当大変だと思います。そういうふうに全国的になってき

た中で、今後、稲取の発祥の地という特異性をどのように生かすかということは今後の課題

でありましょうし、いろんな面でこの町いいところがありますもので、そういう中で皆さん

方の知恵をかりてこの町の活性化をやっていきたいと思いますので、またいろんなことで御

提案いただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で14番、山田さんの一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 居 山 信 子 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、12番、居山さんの第１問、地域支え合いの体制づくりを許しま

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。 

  私、今定例会、２問の質問を通告をさせていただきました。各問ごとに御答弁をいただき

たいと思います。 

  この第１問の地域支え合いの体制づくりということにつきましては、今から３年３カ月前、

東日本大震災の２日前の定例会の一般質問の内容です。その質問を行っているときに途中、

昼休みになったんですけれども、その昼休みに余震ともいうような3.11前の３月９日の段階

でもかなり大きな地震が来て、テレビ等の放映がありました。午後からその点について、ま
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たお話もさせていただく中で、今、この東伊豆町に必要なものは何だろうかというふうなこ

とを改めて3.11を通して、また、当局が３年３カ月にどのような対策を講じられたのか、改

めてお伺いをしたいというふうに思います。 

  昨日の毎日新聞でしたけれども、非常に地震に対するその表現の仕方でおもしろい記述も

ございました。大地というのは自然を育み、私たちのよって立つ基盤としてあるけれども、

時として大地が鳴動し、そしてまた多くの皆さんの命を奪う地震あるいは津波というような

ことからすると、その大地の鳴動というものが時として悪魔のささやきだと、これも悪魔で

あるというふうなそういうような表現もされていることもありました。 

  阪神大震災では、わずか20秒のその大きな揺れに対してあれだけの被害が出ましたし、

3.11の場合もよもやあの大災害になるなどというようなことは、随分長いね長いねと言いな

がらですね、しかしこれはただごとではないというふうに思って、その後対応したわけです

けれども、あれから３年３カ月、その間に西日本大震災というようなことの危機、あるいは

首都圏、首都直下型等々も言われている中で、こうして今ここで質問をさせていただくとい

うことは、ある意味よかったなというふうに思いながら、ですから、今やれるべきこと、私

たちがしっかりと取り組みをしていくということの大切さを感じるわけでございます。 

  さて、第１問の地域支え合い体制づくりということでは、各種団体の連携、「係」という

字がちょっと間違っておりました。訂正していただきたいと思いますが、人材育成等、先ほ

ど申し述べた23年３月９日の一般質問のときから、どう推進がなされたかというふうなこと、

また、その課題と改善策というふうなことをお伺いさせていただきたいわけでございます。 

  町長におかれましては、議事録をきっと見ていただいているかと思いますけれども、私も

みずからのホームページで毎回質問の内容、そしてまた、町長の答弁等を私のホームページ

の中で報告をさせていただいております。 

  61回目となりましたそのときの質問ですけれども、そのときの町長の答弁というのは、ま

ず要援護者の実態避難、実態把握、あるいはマップの整備とか情報活用ということで私がお

伺いをしているわけですけれども、その点について。そしてさらに、介護支援ボランティア

活動ポイント制の導入というようなこと。これはもうかねがね、もう今から10年くらい前か

らもうそろそろ70になろうかという近隣の方から、私たちは今時間があるので、なんとかボ

ランティアもしたいけれども、やるについてはほかの地域でやっているポイント制みたいの

があると、非常にボランティアも前向きにまた楽しめてやれるというようなこととかを伺っ

ておりましたので、そういう意味での観点で質問をさせていただいております。 
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  さらに、地域支え合い活動の人材育成というふうなことをどうなさるのかということ。さ

らにまた、今後、高齢社会において地域を支える人材に必要と思われます傾聴という、傾聴

ボランティアの養成というようなこと、これは傾けて聴くと書くように、単なる話を聞くと

いうことではなく、しっかり心からその方のお話を聞いていくということなんですけれども、

この傾聴ボランティアについての養成についての提案もさせていただいたわけですけれども、

その後３年３カ月の中での推移をお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 

○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） 居山議員の第１問、地域支え合いの体制づくりの各種団体の連携、人

材育成等、23年３月の一般質問よりどう推進がなされたか、また、課題と改善策はについて

ですが、平成23年３月の一般質問では４点からの御質問となっておりましたので、順次お答

えいたします。 

  まず、１点目の要援護者の実態把握、要援護者マップ等の活用につきましては、昨年９月

に在宅要援護者の全体把握、災害時の避難支援及び安否確認等に役立てていただくため、消

防機関、各区自主防災組織及び民生委員に情報の提供をいたしました。 

  また、平成25年６月には災害対策基本法が改正され、災害時要援護者名簿の作成が義務づ

けられるとともに、各機関への情報提供について、生命にかかわるような事態では本人の同

意なく提供できるようになったことに伴い、名簿も整備したところであります。今後につき

ましても、自主防災会、介護保険事業者及び民生委員等の協力をいただき、災害時要援護者

台帳への登録をお願いしていく所存であります。 

  次に、２点目の介護支援ボランティア活動ポイント制度の導入につきましては、平成27年

度からの介護保険制度改正に伴い、地域支援事業の見直しが行われ、新しい介護予防・日常

生活支援総合整備事業が実施されることになっております。その中で、多様なサービスの担

い手としてＮＰＯやボランティアの活用が検討されていますので、今後の介護保険制度の改

正の内容をよく検討し、引き続き研究をしていきたと考えております。 

  次に、３点目の支え合い活動の担い手等人材育成についてですが、昨年度より介護予防教

室のサポーター育成事業を実施し、介護予防等教室が楽しく、より安心して参加いただける

ように講師の補助や教室参加者のサポートをする人材の育成を行いました。昨年度は11名の

方が受講され、平成26年１月より若返り健康教室のサポーター「はあと」として９名の方が
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活動しております。今年度につきましても、サポーター育成事業を実施していく予定であり

ます。 

  次に、４点目の傾聴についてですが、傾聴ボランティア養成講座に参加された方について

は、町の「生きがいデイサービス」や「介護者倶楽部」、４地区で開催されている「触れ合

いいきいきサロン」のスタッフとして、各自活動をされております。また、個人宅に訪問を

行っているボランティアの方も１名おり、現在、３件のひとり暮らしの高齢者宅に訪問して

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） 災害時要援護者の個別計画、これにつきましては、大変計画そのも

のをつくるのに御苦労が多いというふうなことで、私再三、これは一体いつごろできるんで

しょうかというふうなことをもう四、五年かけて伺っているわけですけれども、そういうシ

ステムを導入してやっていくというようなことと、そしてまた、あるいは手挙げ方式で、そ

の援護が必要な方御自身から、あるいは家族からそういう要請をしていただくというふうな

ことで、手挙げ方式だというふうなこと。その22年当時は、約339人でしたでしょうか。今

現状がどれくらいの人数になっているのか。当然亡くなられた方もあったり、それからその

後、新聞あるいは広報ひがしいず等々でＰＲをしていきますよというふうに伺っております

ので、増えていることかというふうに思いますけれども、その要援護者というような方の人

数がどれくらいになっているのかをお尋ねをしたいというふうに思います。 

  法の改正があったというふうなことから、これは状況によっては本人の了解がなくとも、

いざというときにはその情報を関係する方々に伝えて、そして対応していくというふうなこ

とを伺いました。それは大変結構なんですけれども、その情報の管理のあり方、そしてまた

それを日常的に折々の訓練のときに、それを具体的に行動に移していくというようなことが

ないと、机上のもので何の活用もなされないというようなことが懸念されるわけでございま

す。 

  たしか、せんだってもこの８月の31日の末だったでしょうか、賀茂郡で今後避難訓練等を

行っていくというふうなことでの全体の話し合いが持たれたというふうに伺っておりますけ

れども、あわせて、地域の実情に沿ったそういう避難訓練になろうかと思いますが、当然、

その訓練のときにも、そういうものを活用をして具体的な動きをしていきませんと、何の効



－144－ 

果もないというふうに思います。その点についてお伺いをさせていただきたいと思います。 

  伺いました３年前のときには、生活機能評価アンケートというものをやっていきますとい

うふうなことで、その内容についても確認をさせていただきました。地域全体の実態把握を

それでやっていくというふうなことなんですけれども、これはですね、実際のところ全員に

そういう調査ができるわけではありませんので、ランダムに決めた1,000人からの人たちに

そのアンケートをし、また、回収率が40何％というふうな中での実態把握というふうなこと

かと思います。私も、それについてはやむを得ないとは思いますけれども、今、本当にこの

高齢者の実態というものが、どこで、どう把握されているのかというふうなことになります

と、こういう形での生活機能評価アンケート、あるいは特定健診等の特定高齢者ですか、あ

あいう形でのそういう調査等、さまざまあろうかと思いますけれども、その調査に漏れてい

る方がたくさんあるわけですよね。実際のことは、実態はわからないというのが実情ではな

いかと思います。ただ、数字の上で65歳以上が何名とか、後期高齢者が何名とかというよう

なことがわかっても、その詳しい実態をどこで、どう把握をして、それぞれの部署がそれを

生かしているのだろうかというふうなことで心配になる点でございますが、その点の御答弁

をいただければというふうに思います。 

  あと、介護支援ボランティア活動ポイント制につきましては、当時、袋井市が静岡の中で

は先進的に取り組んでいるというふうなことで、指定された介護施設で話し相手になる、あ

るいは散歩の支援をする、食事の配膳とかイベント支援等のボランティア活動、それにポイ

ントを付与していると。ポイントも上限がありまして、5,000ポイントまでとか、あるいは

それを介護保険に生かすとかというようなさまざまな取り組みがあったことかというふうに

思いますけれども、そもそもやはりボランティアを育成していくというその辺が、この３年

３カ月の間、どうだったんだろうか、なかなか現場、皆さんお忙しくてボランティアという

ものに対する啓発なり、そしてまたその意識づけなり、またあるいは自分たちに降りかかっ

て、本当にボランティアがなかったら今後どうなるのかというふうなことを、今回の介護・

医療その辺の地域包括ケアの新しいあり方みたいなものを考えましたときに、やはり町で要

支援者などの対応をしていかなければならないというようなことを考えていきましたときに、

早急に意識を持ってボランティアをやっぱり育成をする。そして、自主的なそういう取り組

みができるような何らかのそういう取り組みをしていかなければ、ボランティアが育ってい

かないのではないのかなというふうに心配をするところでございますが、その点、今後あら

ゆる角度で検討するというふうなことが３年前の町長の御答弁であるわけですけれども、検
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討されていろいろ事業が展開されている中で一番心配な点は、今、ボランティアの育成とい

うところでございます。そんな点についてまたお尋ねをしたいと思います。 

  さらに、地域支え合い活動の人材育成というようなことで、介護に限らず、地域が支え合

っていかなければそういう災害に対応できないというふうなことからしますと、やはり向こ

う三軒両隣の稲取東区が取り組みました防災隣組の組織をやはり町中にもっともっと広げて

いかなければならないのではないか。その後、東区以外でそういう防災隣組というような組

織ができているのかどうなのか、あるいは当時は黄色いリボン運動というようなことで西区

のそういう取り組みが北川でしたでしょうか、それに広がった経緯もあるわけですけれども、

その点でぜひ向こう三軒両隣、やはりこの3.11を契機に、遠い親戚よりも近くの御近所の底

力ということが改めて私たちは認識をしたわけですので、改めて防災隣組組織というもの、

東区もぜひ防災会長に改めてこの辺を希望するところですけれども、その避難訓練のときに

そういう体制を東区では折々に投げかけもして続けてはおりますけれども、具体的な話し合

いをその防災隣組の組織で決められた年間のいつというふうに決めて、防災の隣組の日とい

うような。 

  日常的にやはりどんどんどんどん状況は変わってくるわけですので、そういうお互いの情

報交換をしながら、いざというときにはここにうちのお母さんが寝ています、お父さんが寝

ています、お願いねというようなこととかですね。やはり、自主防に任せるだけでなく、町

からぜひそういう働きかけ、投げかけをしながら、皆さんで話し合いをしてくださいと、公

助の手はなかなかいざというときには届きませんと。本当に御近所の、その近所の力が大事

だというふうな観点で再三申し上げております点について、町長の御決意を伺っていきたい

と思います。 

  さらに伺っております地域を支える人材に必要と思われる防災ボランティア養成というよ

うなことでは、具体的にこの傾聴ボランティア養成講座を開いていただきました。70名ぐら

い集まったんでしょうか、１回目のときに。それから、２回目のときにもそれなりの皆さん

が集まって、なかなか長時間の講座で、やはり聞くという作業は簡単ではないというふうな

ことを勉強していく中で改めて感じました。やはり、自分の都合のいいように、人の話は聞

いているようでも、頭の中でいやそれはこうじゃない、ああじゃないと。何かお話を言って

いるときに、自分のほうで自分の考えをどんどん伝えてしまうというようなことで、傾聴と

いうのはやはりただひたすらその人の考えを聞いて聞いて聞いていくというそういう作業で、

本当にこれは勉強していかなきゃできないものだなというようなことを私も改めて感じ、そ
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れからまた、少しずつ勉強もさせていただいているわけですけれども、今後、この傾聴ボラ

ンティアについての取り組みはあれで終わりになってしまうのかどうなのか。何人かの方が

それを生かした活動を今してくださるという御答弁をいただきましたもので、ますます高齢

社会に向かって高齢者の皆さんのお話をしっかり聞くこと、そしてまた昔話などをやはりし

ていただくことが認知症の予防につながっていくというふうなことも伺っておりますので、

その点お伺いさせ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） 担当から説明いたさせますが、８月31日は県全体の事業の中で、町独

自でやることはできるか、その辺ちょっと担当に答弁させますけれども、うちの町は死体処

理とか何か２カ所ぐらい割り当てられた中で、そういう要援護者の作業ができるかどうか、

その辺ちょっとまた担当のほうから答弁させたいと思います。 

  さらに、東区、今言った隣組関係とか黄色いリボン、進展しておらないのが現状でござい

ます。この辺はまた区長会やなんかで一応そういうことを投げかけていきますし、どのよう

な方向が一番いいかという中で、また各区の中で、とりあえず北川区は西町の黄色いリボン

のほうにいきましたもので、そういうどのような方向がいいかという中で、また自主防災会

の会長同士の話し合いの中で、町といたしましてもそれは率先してやっていきたい、そうい

う考えでございます。 

  次に、介護の支援ボランティア制度、これ言われた中で今、居山議員が言ったようにやっ

たのは、袋井市と森町２町でございます。それで、今度は何か浜松市が10月からちょっと実

施する予定なことを聞いており、ほかの町は検討中とか実施予定ない、そういうのが現状で

ございます。そういう中で、今考えたら、健康マイレージ、健康づくり課の、要するにボラ

ンティアやったら、自分ちは今度子供たちの何か役立てるような、そのようなこともちょっ

とほかのところもやっているようでございますので、そういう中でいろんなことを検討した

中で、やっぱりボランティアをやった中で、その人たちに何かポイントがつくようなそうい

うことは考えていきたいと思っておりますもので、それがどのようになるかちょっとわかり

ません。それは今後検討していきたい、そういう考えでございます。 

  傾聴ボランティアとか具体的なものは、担当に説明いたさせたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 傾聴ボランティアにつきましては、平成23年９月11日に傾

聴講演会を、10月16日には傾聴ボランティアの養成講座を実施して、講演には69名、養成講
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座には26名の方が参加したところでございます。その後、養成講座を参加した方で一応、介

護者倶楽部の交流事業ということで４名の方が参加しております。それから、触れ合いいき

いきサロンの事業に６名の方が参加しております。それから、講座等を今後やるかというこ

となんですけれども、今のところはそういったことは予定しておりません。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 要援護者の登録数につきましては、現在444名の方が登録

をされております。また、要援護者の把握につきましては、登録時に確認をしておりますけ

れども、民生委員さんや包括のケースワーカーさんに状況を聞くこともございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、要援護者・要支援者の訓練の状況になりますが、要

援護者台帳を使った訓練につきましては、災害時、これは災害対策基本法が変わりまして、

「避難行動要支援者」という名称に変わりましたが、訓練等での名簿の使用についてはまだ

個人情報等の絡みがありまして、現在のところ認められておりません。そんなものですから、

町としては訓練で、手挙げ方式でしていただいた方に対してはできますが、それ以外の町の

ほうで要支援者として該当する方を把握しておりましても、その方々に訓練としてアクショ

ンを起こすということは難しいと考えております。 

  それから、８月31日の県の総合防災訓練におきましては、当町で行われる訓練としまして

は、県と連動したものにつきましては、救護所の訓練、それから遺体処理─これは身元確

認等を行う訓練になりますが、その２つを予定しております。各地区の訓練につきましては、

例年どおり、各自主防において訓練メニューを考えていただいて実施する計画でおります。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 先ほどの生活機能評価アンケートの関係ですが、これは

今隔年になっておりますが、私の記憶ですと80％ぐらい返信がされております。それで、全

体的なことだけでなくて、非常に役に立っている部分がありまして、例えば非常時の連絡先

は誰にとっているか、あるいはそこの電話番号等を書いてくれている方もかなりおりますの

で、見守りネットワークのほうから、例えば１週間新聞がたまっているからというような連

絡がありますと、まずそこに調べまして、アンケートを。連絡先がある方については、そこ
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にまず御連絡をして現地確認に行くと、そういうようなことで非常に役に立っております。

それで、担当課のほうは、包括支援センターのほうでその辺はアンケートを実施しておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 今、手挙げ方式で444名の方が登録をしているということで、この

方々については、やはりこの方に来てほしいという個別のその計画の中で、具体的にそれを

お願いする段取りみたいなのはどうなのかということで、それ以外の方は当然無理にしても、

せめてこの444名の方が登録をしてらっしゃる、それについてきちんと訓練をやっていただ

くという体制をつくっていただけないかどうか、伺いたいというふうに思います。 

  ３年前のときには、たしか介護基盤緊急整備事業の中に200億ぐらいの積み増しがあった

というふうなことで、さまざまな事業の展開が可能性があるというふうなことで当時、担当

課長が説明を聞きに行ってきたというふうなことがあったわけですけれども、今、うちの町

で見守りネットワーク等々行われている事業、その辺からスタートしているのか、予算的な

ものがどうだったのか、ちょっと確認で伺いたいと思います。 

  包括支援センターが中心になって事業所に働きかけをし、先日の新聞報道によりましても、

かなり大勢の皆さんが認知症予防の見守りネットワークのそういう勉強会においでくださっ

ているようでございます。 

  私、それを見て思いましたのは、なぜか事業所だけにとらわれていて、地域の中の区の役

員さんなり、あるいはシニアクラブ、今、老人クラブというのを極力シニアクラブというふ

うなことに置きかえておりますので、52年目の歴史の中でそういう、昨年からシニアクラブ

というふうなことになりました。そういうことで、シニアクラブの会長とか連合会長とか、

そういう方々にも何らかの形で御理解をいただいて、その見守りネットワークの一員として

学んでいただく。そうしますと、毎月それぞれのクラブで例会をやっているわけですけれど

も、その例会の中でいろいろな、おれおれ詐欺にひっかからないように、あるいは交通安全

に気をつけようとか、勉強会とかをやったり、また、お楽しみもあるわけですけれども、お

互いにまず我がクラブの皆さんの安否の確認、そしてまた班長さんとかがいますので、例会

の出欠を聞きに行く、あるいは日常的に声かけをしていただいて、こういうまず本当に地域

でお互いをよく知っているシニアクラブの皆さん方の力をもっとかりていくということもあ
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りではないかなというふうに思います。 

  せんだって、テレビの報道でも、我が町の施設にいらっしゃる方が、何か線路で倒れてい

らして、何か記憶がないというようなことで、しかし、その方のどこにお住まいで、どうい

う方かということがなかなか判明されないというようなことで、お顔を見ましたら、すごい

元気そうに畑仕事をしたりなんかしていらっしゃる。テレビを見た御家族はいろんな事情が

あって、場合によったら名乗り出れない、名乗りたくない状況ももしかしてあるのかもしれ

ません。しかし、御近所のまたよく知っている方々が、あの人うちの近所の誰々さんだわだ

というようなことから、とにかく地域の人たちの力がこれからは大きな支え合いの力になる

のではないかなと、その点が見守りネットワークの中でも私ちょっと気になりました点です。 

  そこで、もっとシニアクラブの皆さんに働きかけをしていただいて、持っていらっしゃる

お力も経験も、たくさんの人生経験の中で持っていらっしゃるノウハウもございますので、

その方々に働きかけをしていただいて、お互いを支え合う、まず高齢者が高齢者を支え合っ

ていくそのネットワークづくりの一員にシニアクラブの皆さん方にもお願いをしたらどうか

なということを提案をさせていただきたいと思います。 

  あわせて、この賀茂郡下のシニアクラブの連合会長の会合に傍聴に伺いましたときに、南

伊豆のほうの方からの御意見があったんですけれども、ぜひ議員の皆さんもシニアクラブ、

60歳になれば入れますので、地域の皆さんを見ていただくというようなことで参加をしてい

ただいて、そしてそこをしっかりと我が地域、足元を守っていただくというようなことから

議員連盟みたいなものを立ち上げてほしいみたいな御意見とかも出ていたんですけれども、

正直私も、本来の議員活動ちょっと手抜きになるような感じでこの１年数カ月、この組織を

何とかしたいというふうに思いまして、活動をさせていただきました。ようやく新しい人材

が決まり、そしてまた組織も動き始めましたもので、もうそろそろお任せして大丈夫かなと

いうふうに思いますので、自分の本来の仕事に戻りたいというふうに思っておりますけれど

も、とても月に１回楽しいです。ぜひ町長にも東町シニアクラブの例会、10日でございます

ので、お時間がとれましたら皆さんに激励に、そしてまた何か１曲歌っていただけたらとて

も喜ぶと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。御答弁お願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） とりあえず、防災の448名の要援護者の参加ですね。これは全員参加

はちょっと厳しく、それなりのことはやっていきたいとは考えておりますけれども、その辺

ちょっと今まで現状はどうだったことなど、担当課のほうから答弁いたさせます。 
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  さらに、見守りネットワークに関しましては、とりあえず区長さんたちは出ております。

その辺はまた担当のほうから、どういうところに声をかけたかは答弁させたいと思います。 

  もしあれだったら、また後で。とりあえず担当課のほうから。 

  そういう中で今、自分も老人会とは大変親しみを持って、時間があれば行って、話をする

と大変自分自身も楽しいですから、時間があればそういうところに出ていきたいと思います

けれども、何分ちょっと公務があった中で出れないこともあります。何しろ、あじさい学級

というのは私１年に１回、大変楽しみにして参加させていただいております。それなので、

時間があればまた各単協のそういうシニアクラブに出席させてもらって、声を聞かせてもら

うのも自分の勉強になりますもので、時間があればできるだけ出たいと思います。しかしな

がら、そういう日中の時間はやっぱり公務がありますもので、なかなかそういう時間がとれ

ないと思いますけれども、時間があったら参加していきたい。そういう考えでございますも

ので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、訓練の現在の状況でありますが、各区に住民福祉課

のほうから名簿が行きまして、それをもとに民生委員さん、それから高校生、区の役員さん

を通じて訓練、それぞれの世帯に伺っていると聞いております。これにつきましては、先ほ

ど町長も申しましたように、全世帯を回るということはなかなか、訓練のほかのメニューを

やりながらということになりますので、できる範囲で回っていただいているというふうに話

は聞いております。今回も８月31日の訓練におきましては、同じような訓練を実施していた

だくように、６月の区長会においてもお願いをしているところであります。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 地域見守りネットワークの関係ですけれども、今現在ちょ

っと資料を持ち合わせてございませんが、協力機関が今現在で87機関だと思われます。細か

い内容につきましては、またあとで示させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 先ほどに地域支え合い体制づくりの補助金の関係ですが、

これは２年間にわたりまして要援護者システムの作成委託、これによりまして要援護者台帳



－151－ 

ですとか地図ですとか、一覧表あるいは個別計画、そういうものができるようになりました。

それが約400万円ほどですね。翌年に居山さん御存じのように命のバトン、これも支え合い

体制づくり事業の補助金を活用いたしまして購入してございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、防災・減災対策を許します。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、第２問に移らせていただきます。 

  防災・減災対策ということで、私のライフワークでございますので、平成７年からずうっ

とやらせていただいております。なかなか難しいなというふうなことがあります。現場の大

変なのもよくわかりますけれども、やはり町民の命を守るという観点での取り組み、そして

またテレビの報道等を見ますと、あっちこっちの市町での避難タワーとか、それからまた命

山とか、とにかく津波の大変な区域の取り組みというのはあっちこっちでなされているわけ

ですけれども、当町におきましは、町長があの3.11の現場に行ったときに、ハードではだめ

だというふうにおっしゃって、とにかくソフトをというふうに思われたというふうに伺いま

した。 

  やはり、そういう意味では、今後厳しい財政状況の中で、先ほど申し上げた本当に防災隣

組というような組織づくりをうむことなく、たゆまずみんなで働きかけていくというふうな

ことを望むわけでございますけれども、私ども公明党の静岡県防災プロジェクト、もう３回

目になりますけれども、3.11以降、各自治体に対してのアンケートをさせていただいており

ます。県のほうでその実情は全て把握がされているわけでございますけれども、私どもの小

さな町につきましては、なかなか大きなところとの比較には当然なりません。しかし、議員

としてこうして大事な議席をいただいている以上、何としても防災への取り組みを第一にし

ていただきたいというふうなことから、再三こういう質問をさせていただいているわけでご

ざいます。この３月にもアンケートをお願いをしてありますけれども、その観点からお伺い

をさせていただきたいと思います。 

  当町の緊急的な施策として、本年度の取り組みはどういうふうになされるのかが１点目。 

  ２点目として、防災訓練、避難訓練の改善点というようなことでお伺いをさせていただき

たいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 
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  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、防災・減災対策については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点目の当町の緊急的な施策として本年度の取り組みはについてですが、本年度は

津波監視カメラの設置と津波避難路の調査を予定しております。津波監視カメラ設置事業は、

東日本大震災において、大津波警報が出されていたのにもかかわらず、海岸や港に住民が様

子を見に行ったことで多くの犠牲者が出ました。監視カメラによる海岸に近づかなくても津

波の様子が監視できることにより、津波による犠牲者を減らすことができると考えておりま

す。 

  次に、津波避難路の調査ですが、建設産業課におきまして、東区が作成した避難路図をも

とに、避難路整備のための調査を行う予定でありますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の防災訓練、避難訓練の改善点はについてですが、町の防災訓練、避難訓練

の考え方として、固定させるべき訓練と新たな考え、方針に基づいて行う訓練の２つがある

と考えております。 

  まず、固定させるべき訓練といたしましては、危険地域からの避難、避難経路の確認、避

難行動要支援者、いわゆる災害時要援護者の避難支援、心肺蘇生などの応急救護訓練、住民

トリアージなどが挙げられ、繰り返し行うことで、みずからが率先して行えるようにするこ

とが大切であると考えております。 

  次に、２つ目の新たな考え、方針に基づいて行う訓練としては、地域を取り巻く環境が

年々変化しておりますので、現在実施している訓練を検証し、マンネリ化を防ぐなど内容の

見直しや、他の訓練実践例を参考に、地域の特性に合わせた訓練を取り入れていくことが改

善点であると考えますので、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） ただいま伺いました今年度の緊急的な取り組みというようなことで

津波監視カメラと、さらに避難路についての整備をしてくださるというようなお話で─調

査ですか、してくださるというふうなことでございます。幸いにして、３年３カ月何もなか

ったからよかったなというふうに思いますけれども、やはり、もしこの間に3.11ほどでない

にしても、それに近いような地震があったとしたら、やっぱり大勢のそういう被害者が出て
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しまったんだろうなというふうに残念ながら思うわけでございます。正直、当座１年くらい

は非常に緊張して、２年目くらいは、来ないといいなというふうなこととか、３年目くらい

になると、ある意味考えたくないなというようなこと等も本音のところではあります。 

  ですから、やはりその日にちがたつにつれ、いろんなそういう思いも風化してしまうわけ

ですけれども、忘れたころに災害はやってくるというふうなことから、もう一回緊張感を持

っていかなきゃいけないというふうにも考えるものでございます。 

  ぜひ、先ほど申し上げたソフト面でのそういう取り組みを、時間も、またエネルギーもか

かりますけれども、繰り返し繰り返しお願いをしていくというようなことになろうかという

ふうに思いますし、東区のほうで避難路の何かあれが出ているんでしょうか、そこをまた御

説明をちょっといただければというふうに思います。 

  東区に限らず、ほかの地域も当然津波の危険な区域、そして避難の困難なそういう地域が

あるわけですので、そのほかの区についてどんなふうな対応をなさっているのか。地元のほ

うから何もないよというふうなことで、ただそれを待っていらっしゃるのかどうなのか、伺

いたいというふうに思います。 

  あと、訓練につきまして伺いましたけれども、固定的にやっていくものと新たな視点、あ

るいはいろんな計画や法の改正等がある中で変わってくる訓練等があるというようなことで

ございます。それは地域の実情に応じてというふうなことは当然あるわけですけれども、私

思いますのに、訓練の形を整えていくのに、防災会長さん、いろいろ勉強もされて１つの組

み立てをなさるわけですけれども、もう少し幅広く地域の住民の中から意見を聞いて、そし

てまた実情をもう少しお互いに確認をしながら、どういう訓練ができるのかというふうなこ

とで、各自主防でさらに地域の本当に実情に即した訓練をやっていただくということについ

ては、町のほうもぜひその訴えをしていただきたいというふうに思うんです。 

  実際、東町にしか私は訓練に出ていませんもので、東町の訓練ここ３年間ずうっと、だん

だんよくはなってきております。ですけれども、単に集まってそれでいる状況の中で、何か

その間にもう少し皆さんに訴えかけるものとか、やれるのではないかなと思うこととか、も

う一工夫できるのではないかなというふうにも考えるものでございます。 

  また、職員の皆さんも訓練にも出てきてくださっております。地域の実情で、当然災害に

なりましたときに真っ先にやはり庁舎に駆けつけていただくというふうなことになろうかと

思いますけれども、それにしても我が地域の足元を見ていただく中で、どんなふうに、どれ

くらいの人が参加をしているのかと、あるいは近隣へも呼びかけをしていただきながら、率
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先垂範、あるいは率先避難者ではありませんけれども、まず行政の皆さん、あるいは議員の

私たちが住民の皆さんの手本となるような、そういう日ごろの備えと、そして訓練に取り組

んでいく必要があるのではないかというふうに思います。その点について、町長、今後そう

いう啓発的な面でのお考えをどのようにお持ちなのか、お尋ねをさせ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） まず、この3.11です、これ本当風化させてはいけないと考えておりま

す。そういう中で、私ももう何回も言っているのは、地震が来たらハードでは大変耐えきれ

ないから、すぐ逃げなさいということはもう再三再四、風化しないように会うたびに言って

おります。 

  そういう中での本当、確かにこのときに、この３年何カ月したら、今、自分が犠牲者１人

も出さないと言っておりますけれども、やっぱり建物の被害に遭ったり、そういうことが考

えられます。できれば、そういうハード的な整備もしていきたい中で、まずは言われたよう

に地震が来たら逃げなさいということ、これをまず徹底していきたいという考えは今でも変

わっておりません。 

  ただし、そういったソフト的な今、東区がやっております防災隣組の話し合いですか、さ

らにまた西区、北川区がやっている黄色いリボン運動、この辺やっぱりソフト面におきまし

てそういうことをまず、被害を最小限にする方向でまずやった中で、その中で順次ハード的

なものは整備していきたいと考えております。 

  さらに、避難路とかそういうことにつきましても、東区だけではなく、やっぱり西区もい

ろんなことも、田町区もあります。しかしながら、今一番せっぱ詰まっているという言い方

はおかしいけれども、やっぱり東区が津波におきましては一番危険度が高いでございますか

ら、とりあえず東区をまず重点的にやっていきたい、そういう町の姿勢でございますので、

東区が終われば当然西区、田町区、これをやっていかなければならないということは十分認

識しているので、御理解願いたいと思います。 

  さらに、あとは自主防のことでございますけれども、自主防災会とみんな一生懸命やって

くれております。職員におきましても、時間がある限り、自分の地域のことをわかるように

ということで、職員の方にもできるだけ自主防のあれには参加するような方向で今指示を出

しておりますもので、またその辺が少ないというならば、職員のほうに時間のある方は地区

の自主防に参加しなさいということは、また再度指示していきたいと思います。 
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  その辺の現状につきましては、また総務課長から答弁させたいと思いますけれども、とり

あえず自主防に対する内容的には、自主防災会長がみんな把握しておりますので、また自主

防災会長から聞いた中で、居山議員からもそういう提案を言われたという中で、その辺の内

容的なことはまた自主防災会長に聞いた中でまた対応していきたいと考えていますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、職員がどのような訓練に地元に戻って参加している

かと申しますと、昨年につきましては、９月は総合防災訓練と大がかりになりますので、12

月の地域防災訓練、それから３月の津波避難訓練において、地元に帰って実際に地元の自主

防災会の中に入って行動してくれということで、地元把握をお願いしております。 

  以上です。 

○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） 居山議員の東町の避難路の調査の状況等についてなんで

すが、東区自主防災会から津波避難に当たってルートマップみたいのを配布されていると思

います。それに基づいて、役場と東自主防災会で東町の20メーターラインの高台へ逃げるル

ートが４ルートあるということで、そこの検証について今年調査をするということになって

おります。 

  その他の区域については、田町区の向イ地区については今、向イ地区の急傾斜の高台に逃

げるということの中で、静岡県のほうに避難経路の土砂対策について安全確保してください

という形の中の要請等はしております。 

  その他の区域につきましては、建設産業課で過去に地形図について10メーターライン、20

メーターラインの海抜表示のマップを配りました。それに対して、各自主防災のほうでどの

ような避難ルートを選定してくれるのか検証してくださいとお願いをしているところでござ

いますので、今後、そのようなものは検証するときには参考にさせてもらいたいと思ってお

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） それでは、今いただきました御答弁、非常に避難路というようなこ

とでそれぞれ取り組みを先進的にしているところもありますし、今やはり早急に今年のうち
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の取り組みとして、この稲取の地域だけでなく、熱川、片瀬、白田地域も大変心配な要素も

ございますので、これはもうぜひ各区に早急に避難路について討議をし、町へ計画を上げて

くださいというふうに言って準備を進めていただきたいと思います。 

  やはり今、刻一刻と災害は身近なところにもう迫っているのではないかなと。先ほど申し

上げましたように、３年前の私の一般質問の２日後にあんな大地震が来るなんていうことは

思ってもいませんでした。しかし、いつ来てもおかしくないと言われる状況の中で、私たち

が今やれることを全力を挙げて取り組んでいくというふうなことが、何よりも町民の命、財

産を守る、また、町を守るということになろうかというふうに思います。 

  今後、20年、30年先の町のことを憂えるよりも、本日ただいま、そしてまたあすの我が町

のことをしっかりと考えていくということから始めていかなければならないと思います。昨

日来、いろいろ質問が多岐にわたってなされておりました。私も改めて自分自身の責任をし

っかり果たしていきたい、もっともっと勉強していかなければいけないなというふうに反省

もしたところでございます。 

  当局の皆さんのさらなるお力をおかりしながら、東伊豆町、元気な楽しい、そして幸せな

町を太田町政のもとに築けますように、心から期待をさせていただきたいというふうに思い

ます。御答弁いただければ大変ありがたく思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、居山議員から激励の言葉は何回も、本当この東伊豆町をよりよい

町にするためには、やっぱり町と議会とが一体となってやらなければいい町はできないと考

えております。 

  そういう中で、やっぱり避難路整備、これはもう本当早急にやらなければならない課題と

自分は考えております。しかし、それにはやっぱり予算がかかってきますもので、そういう

予算的な面においても議会のほうに御理解のほど、またよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

  何しろ私が最初言ったように、いざ災害が起きたときは１人の犠牲者も出さない、そうい

う気持ちでまた町政に取り組んでいきたい、そういう気持ちでございますもので、また引き

続き皆さんの御支援と御協力、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で12番、居山さんの一般質問を終結します。 

  ここで３時20分まで休憩をします。 
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休憩 午後 ３時０７分 

 

再開 午後 ３時１９分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第２５号 東伊豆町火災予防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25号 東伊豆町火災予防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25号 東伊豆町火災予防条例の一部を

改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  昨年８月、京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災を踏まえ、消防法施行令の一部

を改正する政令が公布され、これに伴い条例の整備を図るものであります。 

  詳細につきましては、消防長より説明をいたさせますので、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25号 東伊豆町火災予

防条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。 

  説明資料をごらんください。 

  改正事項は２点ございまして、１点目は、祭礼、縁日、花火大会等、多数の者が集合する

催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合には、火災発生時の初期消火を有効に行うた

め、消火器を準備した上で使用することを義務づけます。 

  ２点目は、これら催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、

その実施状況の把握と必要に応じた指導が行えるよう届け出を義務づけるものです。 
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  対象火気器具等に該当する器具につきましては、下記に示すとおり、火を使用する器具ま

たはその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、液体燃料、固体燃料及び気

体燃料を使用する器具並びに電気を熱源とする器具をいい、具体的にはそこに示すようにコ

ンロ、グリドル、ストーブ、発電機等が該当をいたします。 

  新旧対照表で御説明いたします。次のページをごらんください。 

  表の右側、新条例第３章第２節の火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそ

れのある器具の取り扱いの基準におきまして、液体燃料を使用する器具の取り扱い基準を規

定する第18条に、第１項第９号の次に第９号の２として、「祭礼、縁日、花火大会、展示会

その他の多数の者が集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上

で使用すること。」とする基準を加えるものでございます。 

  また、この基準につきまして、第19条固体燃料を使用する器具、第21条電気を熱源とする

器具及び次のページをごらんください。第22条の使用に際し火災の発生するおそれのある器

具の各条において準用するものとしたものでございます。 

  次に、届け出につきましては、第６章雑則の第45条「火災とまぎらわしい煙等を発するお

それのある行為等の届出」におきまして、第１項第５号の次に第６号として、「祭礼、縁日、

花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して行う露店等の開設」のうち、対

象火気器具等を使用する場合に限り、届け出を規定するものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものといたします。 

  説明は以上でございます。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。 

  ５番、村木さん。 

○５番（村木 脩君） これは、この前の縁日の発電機のガソリンの爆発という事故があって

の改正だと思います。そういった中で、うちの町などでも個人的に災害のために、この発電

機を個人的に持っている方かなり多いと思うんですね。そういった方のこの使用の方法です

とか、そういったものを少し啓発をしていただいたらどうかなという、法改正とはちょっと

視点が違いますけれども、そういった今後の消防署のほうの指導というか、啓発をしていた

だきたいというのが質問の内容です。それについて消防長より。 

○議長（鈴木 勉君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） お答えいたします。 

  このたびの火災につきましては、露店等で使用しておりました発電機のガソリンが取り扱
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いの不手際がありまして噴き出して、観客並びに露店に向かって噴き出したと。その露店に

噴き出したガソリンがガスコンロの火源によって燃えて爆発したということでございまして、

これら条例改正に伴いまして、危険物の取り扱いについても注意をしましょうということで、

個人というよりも、ガソリンを保管する場合には鉄製のタンクで保管をする。そのような場

合には、ステッカーを配りまして、取り扱い注意ということで張るようにも指導が全国的に

なされております。 

  そのような中で、今後もガソリン等のいわゆる火災の発生しやすい危険物につきましては、

指導を行っ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） ほかに質疑ありませんか。 

  11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） これ、お祭りなんかが要するに対象になると思うんだけれども、

これには届け出の様式がないけれども、これは消防署にあるんですか。今、できていますか。 

○議長（鈴木 勉君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 届け出用紙につきましては、規則のほうで定めております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

  11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） 違う。これさ、様式があればね。この中にも区の役員さんもいる

し、コピーしてあんたのところに届ければいい。消防署までまず持っていくのは容易ではな

いし、役場へ置いていてくれるか、我々にもらえればそれを各区に渡してもいいですし、そ

ういう便宜ちょっと図ってもらいたいな。 

○議長（鈴木 勉君） 消防長。 

○消防長（久我谷 精君） 申しわけございません。様式につきましては、配布をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○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25号 東伊豆町火災予防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３ 議案第２６号 財産の取得について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 議案第26号 財産の取得についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第26号 財産の取得について、提案理由

を申し上げます。 

  現在、消防団第５分団において使用しております消防ポンプ自動車は、ポンプ等に老朽化

が進み、消防活動に支障を来すおそれがあるため、これを更新し、地域消防力の充実強化を

図るものであります。 

  去る５月22日に施行された指名競争入札の結果、契約金額1,630万8,000円で、ジーエムい

ちはら工業株式会社東京営業所と請負契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第８号

及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、

議会の議決を求めるものでございます。 

  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、議案第26号 財産の取得について、購入する消防ポン

プ自動車の概要を御説明いたします。 

  参考資料をごらんください。 

  シャシの主要諸元でございますけれども、型式は消防庁認定の消防ポンプ自動車専用シャ

シＣＤ－１型で、いすゞ自動車株式会社の平成26年製造のものといたします。 
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  駆動方式は四輪駆動、乗車定員８名、車両総重量を５トン未満とし、普通自動車運転免許

証により運転可能な車両といたします。 

  主な艤装項目では、ポンプ性能はＡ－２級、揚水装置はボタン操作による自動揚水装置、

真空ポンプは排油による自然環境への影響を配慮した無給油式とし、夜間の災害対応として

リモートコントロール操作による昇降式の照明装置を装備し、迅速な消火活動に対応できる

仕様としております。 

  事業財源につきましては、３分の１を緊急地震津波対策基金より、残りの３分の２につき

ましては地域の元気臨時交付金からの繰入金により取得いたします。 

  次のページには、シャシのカタログを添付してございます。御参考にごらんください。 

  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26号 財産の取得についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○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２７号 平成２６年度東伊豆町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 議案第27号 平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第27号 平成26年度東伊豆町一般会計補

正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に7,364万9,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額を48億5,964万9,000円とするものでございます。 

  歳入の主な内容を申し上げますと、介護基盤整備の促進を図るため、小規模多機能型居宅

介護拠点の施設整備を行う事業所に対する県補助金や障害者福祉事業にかかわる国・県支出

金の増額、また、諸収入といたしまして、観光振興事業や防災組織育成事業に対する助成金

を計上しております。 

  寄付金につきましては、民生費並びにふるさと納税寄付金として10件の御浄財が寄せられ

ましたので、それぞれの目的に沿って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、先ほどの居宅介護拠点の施設整備を行う事業者

に対する補助金の増額、また、稲取高原親水広場整備にかかわる測量設計委託料を初めとし

た観光振興に関する経費や障害者福祉・町道安全対策などに関する経費を計上しております。 

  必要な財源配分を行った後、財政調整基金からの繰り入れ措置をさせていただきましたの

で、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明をいたさせますので、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（鈴木利昌君） それでは、ただいま提案されました議案第27号 平成26

年度東伊豆町一般会計補正予算（第１号）について概要を説明いたします。 

  平成26年度東伊豆町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,364万9,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ48億5,964万9,000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。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の金額に70万円を追加

し２億2,835万1,000円といたします。１節社会福祉費負担金、細節２障害者自立支援給付費
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負担金70万円の増は、補装具等給付費に対する負担割合に基づく国庫負担金の増額でありま

す。 

  ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、補正前の金額に267万5,000円を追加し5,786万

3,000円といたします。１節社会福祉費補助金、細節１地域生活支援事業費補助金210万円の

増は、地域生活支援事業のうち、日中一時支援事業に対する国庫補助金の増額であります。

細節５子育て世帯臨時特例給付事務費補助金50万4,000円の増は、給付金の給付事務に係る

システム整備に対する国庫補助金の増額措置であります。 

  ４目消防費国庫補助金、補正前の金額から169万2,000円を減額し1,335万9,000円といたし

ます。２節社会資本整備総合交付金、細節１市街地整備事業169万2,000円の減は、ハザード

マップ作成の財源を国庫補助金から緊急地震・津波対策基金へ変更するため減額といたしま

す。 

  15款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金、補正前の金額に3,751万2,000円を追

加し8,347万5,000円といたします。１節社会福祉費補助金、細節９地域生活支援事業補助金

105万円の増は、先ほどの国庫補助金と同じく日中一時支援事業に対する県補助金の増額で

あります。細節15介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金3,646万2,000円の増は、介護基

盤整備の促進を図るため、特別対策事業を行う事業者並びに事業者に補助する市町に対し、

県から補助金が交付されるものであります。小規模多機能型居宅介護拠点の施設整備並びに

準備経費に対する補助金で、歳出にも同額を計上しております。 

  ４目農林水産業費県補助金、補正前の金額に151万8,000円を追加し443万6,000円といたし

ます。１節農業費補助金、細節３経営体育成支援事業助成金63万7,000円の増は、昨年度の

大雪により被災したビニールハウスの撤去費用に対する国２分の１、県４分の１の助成金で

あります。４節林業費交付金、細節１森林整備地域活動支援交付金51万1,000円の増は、間

伐等の実施について合意が得られた森林の現況調査や境界確認を行うための経費に対する県

交付金でございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ３項委託金、５目教育費委託金、補正前の金額に111万3,000円を追加し311万3,000円とい

たします。１節教育費委託金、細節１スーパー食育スクール事業委託金111万3,000円の増は、

県と国で事業内容を協議した結果、当初、県での発注を予定していた委託業務が町での実施

に変更となりました。また、講師謝礼と費用弁償の間で調整が生じたため、今回補正する内

容であります。 
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  17款１項寄付金、１目民生費寄付金、補正前の金額に895万5,000円を追加し895万6,000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895万5,000円の増は、故門

井マツエ様の遺言状に従い、代理人の司法書士から890万7,001円、また、チャンジーバンド

代表の内山様から４万7,761円をそれぞれお寄せいただいた御浄財であり、御意向に沿って

社会福祉基金への積み立て措置をさせていただきます。 

  ３目ふるさと納税寄付金、補正前の金額に10万円を追加し10万円といたします。１節ふる

さと納税寄付金、細節１ふるさと納税寄付金10万円の増は、東京都八王子市在住の近藤貴様

から２万円、東京都大田区在住の加賀谷康之様から１万円、神奈川県茅ケ崎市在住の中山幸

江様から１万円、千葉県君津市在住の前田喜久様から１万円、匿名希望者４名から５万円、

計８名からそれぞれお寄せいただいた御浄財であり、御意向に沿って社会福祉基金へ積み立

て措置させていただきます。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に1,376万4,000円

を追加し１億8,176万4,000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1,376万4,000円の増は、今回の補正におきまして歳入予算及び歳出予算調製のため、

不足額を補填措置いたした内容であります。 

  ３目緊急地震・津波対策基金繰入金、補正前の金額に194万3,000円を追加し2,048万4,000

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194万3,000円の増は、防災ハザードマップの作成や災害時並びに防災訓練時に使用する装

備品の購入に基金を充当する内容であります。 

  20款諸収入、４項２目雑入、補正前の金額に610万3,000円を追加し6,311万9,000円といた

します。６節消防団員退職報償金、細節１消防団員退職報償金106万7,000円の増は、当初予

算編成時の調査から退職者が増員となったため、増員８名中５名分の歳入を増額措置いたし

ました。９節雑入、細節26自主防災組織育成事業助成金180万円の増は、災害時等に各地区

の自主防災組織で使用する装備品の購入費に対する助成額の決定に基づき、今回増額するも

のであります。細節27地域協働促進事業助成金200万円の増は、にぎわい創出事業を初めと

した熱川温泉振興事業に対する静岡県市町村振興協会からの助成金であります。細節28地域

防災組織育成事業助成金100万円の増につきましては、各地区消防団等で使用する装備品の

購入費に対する助成額決定に基づき、今回増額するものであります。 

  11ページ、12ページをお開きください。 
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  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正前の金額に3,646万2,000円を追

加し１億4,978万円といたします。事業コード６介護基盤緊急整備等特別対策事業、19節負

担金補助及び交付金、細節１介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金3,646万2,000円の増

は、歳入で御説明いたしました小規模多機能型居宅介護拠点の施設整備並びに準備経費に対

する県からの補助金を特別対策事業を行う事業者に交付するものであります。 

  ２目障害者福祉費、補正前の金額に560万円を追加し２億5,072万5,000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１補装具等給付費140万円の増

は、本年度、車椅子を初めとした補装具の申請が多く、今後不足が見込まれるため増額する

ものであります。事業コード６地域生活支援事業、13節委託料、細節３日中一時支援事業委

託料420万円の増は、本年度４月から重度障害のサービス利用者が２名増となったため、委

託料を増額するものであります。 

  13ページ、14ページをお開きください。 

  10目社会福祉基金費、補正前の金額に905万5,000円を追加し905万6,000円といたします。

事業コード１社会福祉基金管理事業、25節積立金、細節１基金積立金905万5,000円の増は、

社会福祉費寄付金並びにふるさと納税寄付金を社会福祉基金へ積み立てるものであります。 

  11目臨時福祉給付金等給付事業助成金、補正前の金額に57万5,000円を追加し5,226万円と

いたします。事業コード１臨時福祉給付金給付事業、３節職員手当、細節６時間外手当144

万9,000円の減は、システム導入に伴い、時間外手当を調整し減額とする内容であります。

13節委託料、細節１臨時福祉給付金システム導入委託料194万4,000円の増は、システム導入

経費について全額補助対象との確認がとれたため、委託料を増額するものであります。事業

コード２子育て世帯臨時特例給付金給付事業、３節職員手当、細節６時間外手当77万3,000

円の減は、先ほどの臨時福祉給付金と同じくシステム導入に伴う時間外手当の調整減額であ

ります。13節委託料、細節１子育て世帯臨時特例給付金システム導入委託料129万6,000円の

増につきましても、臨時福祉給付金と同様に委託料を増額するものであります。 

  15ページ、16ページをお開きください。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、７目保健福祉センター費、補正前の金額に56万5,000円を

追加し、2,838万6,000円といたします。事業コード１保健福祉センター維持管理事業、11節

需用費、細節５修繕料54万7,000円の増は、ガス給湯器故障により機器交換のための修繕料

の増額措置であります。 
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  ５款農林水産費、１項農業費、３目農業振興費、補正前の金額に122万円を追加し1,327万

9,000円といたします。事業コード１農業振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節８経

営体育成支援事業助成金85万円の増は、歳入で御説明いたしました大雪により被災したビニ

ールハウスの撤去費用に対する助成金であります。 

  17ページ、18ページをお開きください。 

  ２項林業費、１目林業振興費、補正前の金額に51万1,000円を追加し506万6,000円といた

します。事業コード１林業振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節７森林整備地域活動

支援事業補助金51万1,000円の増は、伊豆森林組合が事業主体となり県の補助金を活用し、

間伐等の実施について地権者の合意が得られた森林の現況調査や境界確認を行うものであり

ます。 

  ６款１項商工費、３目観光費、補正前の金額に989万円を追加し１億1,542万7,000円とい

たします。事業コード１地域観光振興対策事業、13節委託料、細節８熱川温泉振興事業委託

料300万円の増は、静岡県市町村振興協会からの３分の２の助成金を活用し、熱川温泉にお

いてにぎわい創出イベントを初めとした熱川温泉の振興事業を委託するものであります。事

業コード２広域観光振興推進事業、19節負担金補助及び交付金、細節14伊豆観光推進協議会

南部エリアＤＭＯ形成特別負担金160万円の増は、県と賀茂１市５町により、地域の枠を取

り払い、新しい発想の魅力的な旅行商品の開発等に取り組むための協議会負担金であります。

事業コード４観光施設維持管理事業、15節工事請負費、細節４池尻海岸遊歩道補修工事100

万円の増は、池尻海岸遊歩道の破損箇所補修のための増額措置であります。細節５細野高原

遊歩道補修工事79万円の増は、遊歩道の洗掘箇所について植生土のうにより補修するための

増額措置であります。事業コード６稲取高原観光施設整備事業、13節委託料、細節１稲取高

原親水広場整備工事測量設計委託料350万円の増は、クロスカントリーコース内の親水広場

整備に向けた測量設計委託料の増額措置であります。 

  19ページ、20ページをお開きください。 

  ７款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費、補正前の金額に207万8,000円を

追加し１億700万円といたします。事業コード１道路新設改良事業、15節工事請負費、細節

８町道危険木除去工事77万8,000円の増は、町道小橋熱川線及び湯ノ沢草崎線の枯れ木等危

険木除去に要する工事請負費の増額措置であります。細節９入谷天城１号・２号線安全対策

工事130万円の増は、既に整備済みの待避所９カ所について、安全確保対策として上り下り

双方に計18本の標識を設置するための増額措置であります。 
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  ８款１項消防費、２目非常備消防費、補正前の金額に261万円を追加し4,661万9,000円と

いたします。事業コード１非常備消防事務事業、８節報償費、細節３消防団員退職報償金

132万6,000円の増につきましては、歳入でも御説明いたしましたが、当初予算編成時の調査

から実際の退職者が８名増となったことによる増額措置であります。事業コード２非常備消

防活性化推進事業、18節備品購入費、細節１消防用器具備品104万8,000円の増は、地域防災

組織育成事業助成金を活用し、各地区消防団等に配備する救命胴衣並びに救命浮環購入費の

増額措置であります。 

  ４目防災対策費、補正前の金額に245万1,000円を追加し7,559万1,000円といたします。事

業コード３地域防災計画等策定事業、13節委託料、細節２防災ハザードマップ作成業務委託

料507万4,000円の増は、津波による危険箇所や避難情報を示す津波ハザードマップに土砂災

害に関する情報も含めた総合的な防災ハザードマップを作成するため、災害に備えた安心・

安全なまちづくり事業から予算の組み替えをする内容であります。事業コード７防災施設等

整備事業、11節需用費、細節１消耗品費187万円の増は、自主防災組織育成事業助成金を活

用し、災害時等に各地区の自主防災組織で使用するファスナービブス購入のための増額措置

であります。事業コード９防災訓練実施事業、11節需用費、細節１消耗品費50万3,000円の

増は、救護所の医療関係者用ビブスや防護服購入のための増額措置であります。 

  21ページ、22ページをお開きください。 

  事業コード12災害に備えた安心・安全なまちづくり事業、13節委託料、細節１津波ハザー

ドマップ作成業務委託料507万4,000円の減は、先ほどの防災ハザードマップ作成業務委託料

への組み替えによる減額であります。 

  ９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、補正前の金額に106万1,000円を追加し１億

350万3,000円といたします。事業コード８スーパー食育スクール事業、13節委託料、細節２

スーパー食育事業食事調査分析委託料92万4,000円の増は、歳入でも御説明させていただき

ましたが、県と国で事業内容を協議した結果、当初、県で実施を予定していた委託業務が町

で実施することとなったため、今回増額する内容であります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

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

  まず、歳入ですが、補正前の額47億8,600万円に7,364万9,000円を追加し48億5,964万

9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額47億8,600万円に7,364万9,000円を追加し48億5,964万
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9,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国・県支出金を4,238万2,000円の増、その他

財源を1,750万3,000円の増、一般財源を1,376万4,000円の増といたします。 

  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。 

○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） 今、説明は受けなかったですけれども、教育費、中学校管理費、

委託料で稲取中学校の漏水調査というのが入っていますけれども、漏水はいつわかったんで

すか。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 昨年の10月ごろからか、水道料金が急激に上がってきまして、だけ

れども、表面上、水が漏れているというような状況は見つからなくて、そのまま経過した経

緯で、今年度になって改善しませんので、検査しなきゃいけないかなと、そういうことでご

ざいます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 補足ですけれども、これは今、教育長が言っているのは多分12月のこ

ろであって、あと水道課で端的に今度はやったらしいんですよ。それで、漏水調査でわから

ないもので全体をやりたいという中で、今回、調査委託料を上げさせていただきました。基

本的には水道課がやっている、ピンポイントこれをやった中で、やったそこではなかったも

ので、やっぱり全体しなければ漏水しているのはわからないという中で、今回、調査委託料

を上げさせてもらったというのが現状でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） 今のあれで内容はわかりましたけれども、こういうのは要するに

緊急を要するじゃないですか。そうですよね。当然これは、当初予算で水道料を需用費のほ

うで上げていると思います。こういうのは専決でぱーっとやって、横の連絡を密にして、こ

ういうのは専決でやったほうが私はもっともっと抑えられると思いますよ、どうですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 確かに、これ専決でやらせてもらえば当然水道料も圧縮しますし、そ

のように議会の方に御理解願えれば、これからは専決でやらせていただければ大変ありがた
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いと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかにございますか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 私は３点ほどお伺いしたいと思いますが、まず18ページで、水産振

興事業で稲取漁港周辺整備推進協議会委員報酬ということで９万9,000円というものが計上

されておりますが、この協議会はどういう目的で、どういう方々が何について協議されるの

かということについて、まずお伺いをしたいというのが１点でございます。 

  ２点目に、稲取高原の観光施設整備事業についてですけれども、これは一応、議員につい

ていえば全員協議会でお話を承っているということでございますけれども、クロスカントリ

ーのコース内に一体どういうものを何のために整備するのかという、そのための設計なのか

ということについて、町民の皆様にもわかりやすく御説明をいただきたいと思います。 

  ３点目ですが、22ページのスーパー食育スクール事業で、それぞれ予算が載っているんで

すけれども、食事事業、食事調査費云々かんぬんというようなことが書いてありますけれど

も、具体的にはどういうことを指しているのか、事業をもう少し御説明いただきたいと思い

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） それでは、ただいまの山田議員の稲取漁港周辺整備推進協

議会の内容について御説明申し上げます。 

  この協議会は、静岡県の県営事業で稲取漁港の整備をしていく中で、平成23年に環推協の

下部組織として、この漁港の整備に伴って周辺整備、まちづくりをいろんな団体の方々から

意見を徴収して考えていこうという形で発足いたしました。その中で、現在、稲取漁港公園

の整備ですとか、ああいうものが整備されているんですが、昨年この部会が推進協議会へと

格上げとなりました。その中で、委員の構成といたしましては、漁協さん、それから農協さ

ん、それから環推協の方々、それから観光協会の方々、それと町の担当する部課局の幹部の

職員という形で構成されております。 

  目的ですけれども、先ほど言いました漁港の周辺をいろいろな目的で、今日の一般質問の

交通の安全対策もあったんですが、ああいうものも含めまして、まちづくりを協議していこ

うという目的で発足しております。 

  以上です。 
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○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） それでは、私のほうから、稲取高原の観光施設整備事業の細

節13－01の稲取高原親水広場の整備工事測量設計業務委託料の350万円について御説明をさ

せていただきます。 

  これにつきましては、もともと稲取高原はクロスカントリーコース、それからツリーハウ

ス、小公園等が集中する観光スポットということで、地元の方にも非常に愛されているクロ

スカントリーコースということでございまして、その中にツリーハウスをつくったことによ

りまして、さらにこれが家族が触れ合う場として多くの方に利用されておりますけれども、

町といたしましては、数年前から稲取高原再編整備ということで、さらにより多くの方に利

活用していただくということの目的で、今回、ツリーハウスの奥の縦横100メートル、１万

平米を活用いたしまして、地元の皆様からかねてから要望がありまして、そこはもう少し水

場というか、親水広場が欲しいということ、それから日よけ等そういったものも欲しいとい

うふうな、そのような要望を踏まえた中で休憩施設の整備、それからほかの施設と合わせた

今回相乗効果によりまして、町民の皆さんはもとより、憩いの場として家族連れを中心とし

た１つの誘客ということも含めた中で整備を図るものでございます。 

  当然、自生している自然の雑木林を残すというよりも生かしつつ、里山の風情というか、

そういうものを残した中で整備を図っていくということでございます。今回、そのための設

計委託料を上げさせていただいた内容です。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） スーパー食育スクール事業の件ですけれども、学校が絡みますもの

で、予算は教育費で上げてありますけれども、実際には健康づくり課参事のほうで進めてく

れておりますので、参事のほうから答えていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鈴木嘉久君） それでは、スーパー食育スクール事業の委託料等につい

ての御説明をさせていただきます。 

  当初、スーパー食育事業の中で、町のほうは県から委託事業として受けることとなってお

ります。その中で、さらに調査、内容の調査ですとか分析を民間に委託した場合に、再々委

託ということに当たるのではないかということで、一応事業の性質上、要綱の中で再々委託

については禁止をされておりますので、県が直接行う予定でおりましたけれども、国と県と
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の協議の中で再々委託には当たらないという国の見解がございましたので、当然、調査分析

に関する町で実施する事業においては、町のほうがやったほうが実情に即したものという考

え方の中で今回、委託料のほうに計上させていただきました。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） １つ、まず稲取漁港の問題なんですけれども、町長、最近特に思う

んですけれども、昨日もいろいろ町長も、これから例えば施設の見直しやらいろいろやる。

最近は新たに審議会という形のものを設置することがないとは思うんですけれども、しかし、

いろんな協議会というものをつくるということはあるとは思うんですよ。しかし、あるんだ

けれども、どういう形、どういう目的でそれをつくっていくのかとか、また、それがいろい

ろな報告を出されるということについてもあろうかと思うので、それは適切か否かというこ

とについても、例えば議会に対してもあんまり最近こういうものについては報告がないです

よね。これは事業はやっちゃいけないというわけではないです。でも、事前にどういう形の

もの、どういう目的でどういうものをつくり、意見を聞いて調整をするのか。また、当然そ

の成果について取り入れられるもの、当然取り入れられないもの、当然議会でも受け入れが

たいもの、いろいろこれは出てくると思うんですけれども、この辺の意思の疎通というのが、

やっぱり立ち上げるについても含めて、やっぱり連携がお互いに必要でないかなという点が

多々あろうかと思いますよね。そういう点を１つあれしたいということと。 

  あと、漁港整備ということでいくと、かなりの部分で道路整備等は終わっているのではな

いかなと思うんですけれども、そうすると、もうほとんど取り上げる場所というのがないの

ではないかな。例えば、この庁舎前とか、もう限られている場所についての協議になるのか、

その辺について、具体的な問題としてどういうことなのかというのを１つお伺いをしていき

たいと思います。 

  ２つ目に、稲取高原の問題についてなんですけれども、私はいずれにしても、ちょっとこ

れについてはやっぱり一番のクロスカントリーを利用されているウオーキングやジョギング

等で利用されている方々とバッティングする危険性というものをやっぱり否定できないと思

うんですよ。確かに、いろんな形であそこに水辺があればいいとか、いろんなことは確かに、

ないよりはあったほうがいいということにはなるかもしれないんですけれども、やっぱりこ

の事業によって、どうしてその水辺にこだわるのかなと。確かに、日陰とかいろんなものは、

例えばスタートラインやなんかの形であってはいいとは思うんですけれども、なぜこの水辺
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にこだわった形でやっていかなきゃいけないのかという点では、私は非常にちょっと理解

─あそこをもっとクロスカントリーの利用者を含めて利用を促がそうということであれば、

やっぱりそういう対応が必要だと思うし、しかし、クロスカントリー内のコースに、内の広

場やなんかはあるけれども、しかし、やっぱり走っている、また、歩いている人とのバッテ

ィングをするという懸念を考えると、そこの部分の有効活用というのはやっぱりおのずと制

約があるのではないかというふうに私は考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この稲取漁港周辺の協議会委員報酬、これ本当は委員会に諮ら

なかった─こちらが悪かった。基本的には、委員会は10万以上という、ちょっとそういう

ことがありましたもので今回、委員会には上げなかった。これからは、立ち上げるときはま

た当然議会のほうには、今、山田議員が言ったようなことを加味した中で話していきたい。 

  その際、私なぜかといいますと、この稲取地区におけるまちづくりに関しましては、稲取

漁港が１つの核、さらに文化公園が１つの核、もう常々言っております。この核の一つとい

たしまして、道路整備が既にできました。あとは、例えば今、山田議員が言ったようにこの

庁舎前のこと、さらにライトアップのこともいろいろ考えたいと思っております。漁港のラ

イトアップ。 

  そういう中で、この協議会の中でいろんなこと、この稲取漁港がいかによくなって、観光

客がいかにこの町の中で動いてくれるようになると、そのようなことをちょっと検討してい

ただきたいなという中でこの点立ち上げたというのが１つの考えでございます。それが稲取

漁港。 

  次に、稲取高原、これは全協でも再三再四もう山田議員とやった中で、とりあえず今回は

一応、山田議員はそういう中で、全協の中ではとりあえず概略設計という言い方で、概略設

計した中でまた皆さん方の意見を聞くというそういう意見をいただきましたもので、一応今

回上げさせていただきました。 

  これは、やっぱり山田議員とはもう、山田議員は全協とかそういった中で、我々はやっぱ

りある程度バッティングということは、多少はあるかもしれないけれども、それほどバッテ

ィングに対しましては深く─当然バッティングしないような方法でそれは計画していくと

いうつもりでいますし、さらに観光課長が言っているように、全協で言われました里山を今

の木々を殺さないような方法でやりなさいと、そういうことも来ておりますもので、まずは

上げた中で一応概略設計をさせてもらった中で、全協でまた皆様に諮るという中で今回、予
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算を上げさせてもらいましたので、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） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 漁港整備の関係でいうと、その今の町長が言われたようなライトア

ップなんていう形のものがこの漁港に必要なのかなというふうに私は思うんですね。という

のは、横浜港だとか、そういう都市港湾とやっぱり違うと思うんですよ。 

  先ほどの一般質問やなんかでもやったところですけれども、やっぱり漁港としてのよさと

いうのは、船があり、一定の漁をやられている部分というものにかかわってくるんだと思う

ので、これをライトアップしなければならないだとかというところというのは、何かちょっ

と稲取の漁港の漁港らしさを生かすのではなくて、逆に漁港らしさを殺してしまうのではな

いかというふうに私は思うんですよ。それはちょっと僕は間違いではないかなと思うんです

けれども、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、稲取高校から下を見た夜景、御存じですよね。あの夜景

がいかにすばらしいか。この夜景の中で、この漁港が浮かび上がったことを考えてください

よ、どのように見られるか。やっぱり、その中で全体的な町全体の情景、こういうことを私

は考えていかなければ、やっぱりこの町のよさ、その漁港に対するよさ。それは、確かに日

中はそのすばらしさはわかりますよ。しかしながら、夜の夜景ね、これも大変私はすばらし

いと考えております。稲高から下を見た稲取の夜景、そういう中でまた漁港が浮かび上がれ

ば、稲取漁港とはどんなものかという中で、また１つのまちづくりになると私は考えており

ます。 

  しかし、協議会を立ち上げた中で、それは必要はないよと言えば、それは私やりませんよ。

しかし、そういうことを提案した中で、稲取漁港をどのように生かすか、これが１つの協議

会の私は目的でありますもので、どうかこの予算、これは認めていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

  ５番、村木さん。 

○５番（村木 脩君） １つお聞きしたいんですけれども、20ページの委託料、一番下の段の。

この中で国民保護協議会委員報酬というのがあるんですけれども、この国民保護協議会とい

うのはどういった内容の協議会なのか。 
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○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） 国民保護協議会といいますのは、国民保護法というのが平成18

年に協議会の条例を設置しまして、その中で武力攻撃に対するものに対して協議会で検討す

る、町の計画とか今後発生する対応について協議をする内容でありますが、現在はここの予

算の中で防災会議を開かせていただいております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

○５番（村木 脩君） これは、いわゆるＪ－ＡＬＥＲＴとかそういった関係の協議会が、そ

れが現在は地域防災のほうに入っているという考え方でよろしいですか。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） はい、そのとおりでございます。国民保護協議会につきまして

は、基本的に条例等、また、計画等の改正が余りないものですから、町として特に動きがで

きないというのもありまして、今は防災会議を中心に動いている内容でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 私は、提案されております補正予算については反対をしたいと思い

ます。 

  やっぱり、理由は２点。１つは、稲取漁港整備についてのライトアップという方向は、私

はちょっと違う。検討するということだけれども、やっぱり絶対その内容はこれからの観光

とはちょっと違う中身ではなかろうか、観光振興計画やなんかとも違うんだろうと思います。 

  ２点目に、稲取高原の親水公園整備についても、あそこは非常に奥まったところであり、

クロスカントリーのコース利用者とのやっぱりバッティングを避けられない場所であって、

そういうところへの人の誘導ということも含めて、大きな効果が私は得られないというふう

に思います。 

  これらについては、絶対見直す必要がある事項だと思いますので、私は反対いたします。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。賛成者ございませんか。 

  11番、山本さん。 
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○１１番（山本鉄太郎君） 私は、一応全協のほうで今まで議会軽視、議会軽視と言われて、

今回、町長が全協で、私もたしか概略設計いいじゃないかと、そのかわりそれを見てだめな

ものはだめ、いいものはいいという。だから、その辺を、要するに全協で我々話し合った結

果、こうやって委託料を出してきた。でも、これは、今後まだまだ継続するあれがあると思

いますもので、私は今回の補正予算は妥当かなという形で、賛成いたします。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） これで討論を終結します。 

  これより議案第27号 平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第１号）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（鈴木 勉君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 同意案第２号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 同意案第２号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 同意案第２号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

  下記の者を東伊豆町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第

423条第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取713番地の１。 

  氏名、鈴木順一。 

  提案理由を申し上げます。 

  鈴木順一氏が平成26年６月30日をもって任期満了となるため、再任をお願いするものであ

ります。 
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  以上、御審議のほど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。 

  これより同意案第２号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任についての同意を求

める件を採決します。 

  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

しました。 

 

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

 

◎日程第６ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

◎日程第７ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

◎日程第８ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第６ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてから日程

第８ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦についてまでを一括議題といたします。 

  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） ただいま一括上程されました諮問第１号、諮問第２号、諮問第３号 

人権擁護委員候補者の推薦について、説明をいたします。 

  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取656番地の８。 

  氏名、山田倫子。 
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  諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

  住所、賀茂郡東伊豆町奈良本1263番地の１。 

  氏名、太田みのり。 

  諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取2455番地の12。 

  氏名、黒田信年。 

  提案理由を申し上げます。 

  現任者の任期が平成26年９月30日をもって満了となるため、山田氏には再任を、太田氏及

び黒田氏には新たに人権擁護委員の就任をお願い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） これより諮問第１号から諮問第３号までの質疑に入ります。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。 

  これより諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、討論に入ります。討論ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については適任とすることに御異

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。よって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推

薦については適任とすることに決しました。 

  これより諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について、討論に入ります。討論ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） お諮りします。諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦については適

任とすることに御異議ありませんか。 
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（「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、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推

薦については適任とすることに決しました。 

  これより諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について、討論に入ります。討論ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） お諮りいたします。諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について

は適任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。よって、諮問第３号 人権擁護委員候補者の推

薦については適任とすることに決しました。 

 

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

 

◎日程第９ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第９ 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） 朗読をもって報告させていただきます。 

  平成26年６月19日。 

  東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。 

  総務経済常任委員会委員長 山田直志。 

  陳情・要望書等審査報告書。 

  本委員会に付託された陳情・要望書等を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規

則第94条第１項の規定により報告します。 

  受理番号、145。 

  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、採択でございます。 



－179－ 

○議長（鈴木 勉君） ただいま総務経済常任委員長より報告のありました陳情・要望書等の

審査報告について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより陳情・要望書等の審査報告について採決します。 

  本件に対する委員長の審査報告は採択であります。 

  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１０ 意見書案第１号 道州制導入に反対する意見書について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第10 意見書案第１号 道州制導入に反対する意見書についてを

議題とします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 意見書案第１号 道州制導入に反対する意見書についてでございま

す。 

  まず、朗読させていただきます。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、道州制導入に反対する意見

書を別紙のとおり提出する。 

  平成26年６月20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 山田直志。 
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  賛成者 東伊豆町議会議員 須佐 衛。 

  １枚お開きください。 

  道州制に断固反対する意見書（案） 

  町村議会は、平成20年以来、町村議会議長会全国大会において、その総意により、「住民

自治の推進に逆行する道州制は行わないこと。」を決定し、昨年４月15日には、全国町村議

会議長会が「町村や国民に対して丁寧な説明や真摯な議論もないまま、道州制の導入が決定

したかのごとき法案が提出されようとしていることは誠に遺憾である。」との緊急声明を行

った。さらに、７月28日には、「道州制は絶対に導入しないこと。」とする要望を決定し、

政府・国会に対し、要請してきたところである。 

  しかしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の動きが依然と

してみられ、また、野党の一部においては、既に「道州制への移行のための改革基本法案」

を第183回国会へ提出し、衆議院内閣委員会において閉会中審査となっているなど、町村議

会の要請を無視するかのような動きを見せている。 

  これらの法案は、道州制導入後の国の具体的なかたちを示さないまま、期限を区切った導

入ありきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のもとに、ほとんどの町村にお

いては、事実上の合併を余儀なくされるおそれが高いうえ、道州はもとより再編された「基

礎自治体」は、現在の市町村や都道府県に比べ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住

民自治が衰退してしまうことは明らかである。 

  町村は、これまで国民の生活を支えるために、食料供給、水源涵養、国土保全に努め、伝

統・文化を守り、自然を活かした地場産業を創出し、住民とともに個性あるまちづくりを進

めてきた。それにもかかわらず、効率性や経済性を優先し、地域の伝統や文化、郷土意識を

無視してつくりあげる大規模な団体は、住民を置き去りにするものであり、到底地方自治体

と呼べるものではない。多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが、

ひいては、全体として国力の増強につながるものであると確信している。 

  よって、東伊豆町議会は、道州制に断固反対する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成26年６月20日 

  東伊豆町議会。 

  という内容でございます。 

  なお、意見書の送付先につきましては、さらにその裏のページにございます。 
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  この意見書については、陳情・要望の過程におきましても、２回継続をし、慎重な審議を

してまいりました。また、現在、一部野党、維新の会などが国会に提出しております道州制

法案等についても内容を見てきたところでありますが、国の仕事を住民戸籍の管理や一部の

業務に規定し、県が行っている仕事の調整能力、調整行為を除くほとんどの行為を市町村に

移管するというような内容となっております。 

  こういう形のものでございますと、単に都道府県がなくなるというような簡単なものでは

なくて、本当に国の形、これからの地方自治体の形も明確にならないまま、また、財源の移

譲も全く明確にならないまま、強制的にこういうことが進んでいるということも改めて実感

したところでございます。 

  そのような経過を経て、今回のこういう意見書も全国議長会の御指導もいただいて作成を

したところでございますので、あわせて御理解をいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

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

 

◎会議時間の延長 

○議長（鈴木 勉君） 質疑に入る前に、お諮りします。本日の会議時間は、議事の都合によ

りあらかじめ延長したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決

しました。 

  会議時間を延長します。 

 

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

 

◎発言の訂正について 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 意見書の読み上げの中で、７月18日のところを28日というふうに私

読んだようでございます。そこは訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

○議長（鈴木 勉君） これより意見書案第１号 道州制導入に反対する意見書についての質

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。 

  これより意見書案第１号 道州制導入に反対する意見書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いたしま

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） 朗読をもって報告とさせていただきます。 

  平成26年６月20日。 

  東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。 

  総務経済常任委員会委員長 山田直志。 

  所管事務調査の報告書。 

  本委員会に付託された所管事務調査について、調査の結果を別紙のとおり、東伊豆町議会

会議規則第77条の規定により報告をいたします。 

  会議回数、月日、場所、出席委員等については、割愛をさせていただきます。 
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  ４ページをお開きください。 

  水道事業と施設の現状について。 

  ①観光を中心とした経済活動の急激な減速と人口の減少、平成22年度対比で約1,800万円

の増となる動力費の大幅な増加により、水道事業会計は、平成25年度決算では3,000万円を

超える損失となっており、料金改定が避けられない状況に立ち至っている。 

  ②給水世帯と給水量の大きな減少について。 

  20年前の平成６年度当時は7,001戸に対し、平成25年度には6,090戸とおよそ900戸余り減

っている。有収水量（使用水量）は、平成６年度は491万5,000トンが、平成25年度には289

万2,000トンと20年で約200万トン（約41.2％）の大きな減少が生じている。この要因は、人

口と観光客の減少によるものである。 

  給水人口を見ると、平成６年度当時は１万6,456人が、現在では１万3,303人と約3,000人

の減（19.2％）となっている。さらに、観光客数は、平成６年度当時161万人だったのに対

し、平成25年度では82万6,000人と半減していることである。（別紙１、別紙２参照） 

  ③施設の老朽化について。 

  水道施設は、昭和40年代から50年代に建設されたものが多く、老朽化が進んでいる。各施

設について、「水道施設機能診断」に基づき老朽化度を確認すると、当町の施設の60％以上

が「高」、「中」となっており、全体的に老朽化が進んでいる。（別紙３参照） 

  機械電機設備は、故障に伴い更新されたものが老朽度「低」、「中」となっているが、受

水槽に設置してあった水位計の故障と幾つかの要因が重なり新稲取第二中継ポンプ場の擁壁

崩落事故を発生させた（平成24年３月）。機器の交換など適切な管理の重要性を再認識させ

られる。 

  耐震性については、平成19年度に白田浄水場耐震一次診断調査として、白田浄水場の劣化

調査及び総合評点法による診断を行っているが、このほかの施設においては、現在まで耐震

診断は行っていない。 

  ３、委員会の意見 

  （１）「東伊豆町水道ビジョン」（平成21年度策定、以下「水道ビジョン」という）など

の抜本的な見直しが必要である。 

  ①水道事業の根幹である計画給水人口は１万8,000人、計画１日最大給水量は２万8,100立

方メートルとなっている。 

  現在の水道事業の認可内容は、バブル崩壊直後の平成７年度第５次拡張事業の変更認可に
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よるものであるが、景気の低迷や人口減などから給水収益が減少し続けているために、町で

は平成19年度の料金改定や白田浄水場に頼らない水道事業を展望した「水道ビジョン」を策

定した。しかし、給水量の減少に歯どめがかからず、水道事業の収益は悪化している。 

  また、動力費の高騰や消費税の税率改定など新たな負担要因が生じており、従来の計画に

沿って水源確保や配水管整備を進めていることも懸念するものである。 

  町の給水人口は、１万3,303人（平成26年３月31日現在）であるが、県の統計に基づいた

10年後の平成36年度の給水人口は１万1,388人と推計されていることなどから、計画目標を

見直すことが必要であると考える。 

  ②耐震化についての対応を重視する必要がある。 

  「水道ビジョン」は平成21年度に策定されていることから、耐震対応について、「今後、

基幹となる施設においては、耐震診断を行い施設の耐震性を把握する必要があります。また、

配水管においては、基幹となる箇所については耐震性のすぐれた管路に布設がえを行う必要

があります。」との方針である。 

  施設の老朽化は深刻な状態で軽視できない状況である。平成23年３月に東日本大震災が起

き、その後、南海トラフ大地震の発生が切迫していることなどからも、現施設・配水管の耐

震対応については、安定供給のために欠くことができない緊急で重要な課題と位置づけた対

応が必要である。 

  人口や観光客が増加することを期待しているが、水道事業においては、給水量の急激な減

少や動力費の大幅な増加、消費税の税率改定など経営環境の急激な変化に対応することが重

要である。 

  また、過大な料金改定を避けるためにもコンパクトで身の丈に合った事業にすべく、「水

道ビジョン」の抜本的な見直しを求める。 

  （２）水源確保の見直しが必要である 

  水源確保については、水源調査と掘削による調査においても水源の確保につながる結果は

得られていない。 

  白田川水源に頼らない水道整備の方向は的確なものであるが、水需要の実情からよりコン

パクトで経済性を考慮することが必要である。 

  委員会では、水源確保について次のような提案をする。 

  ①大川水源の利用拡大を図ること。 

  大川水源は、その計画取水量からすれば北川地区、熱川地区にも供給できる水量があるの
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で、この水源の活用を検討すべきである。 

  しかし、大川水源には幾つかの課題もある。 

  ａ.取水口を上流域に設け、安全で安定した水量を確保すること。 

  ｂ.増水や氾濫に対応して、浄水施設の安全性を高めること。 

  ｃ.水道管の口径が小さいことなどから、断水・濁りが起きている谷戸地域など大川地区

の問題を解消すること。 

  ②稲取地区の水源確保について。 

  浅間山から黒根岬に至る地域には、３号井、白田浜水源があり、水源確保が期待される。

このエリアは経営的にも有効である。 

  町では、３号井周辺での水源探査を予定しているが、３号井への影響や周辺井戸への影響

を考え慎重な対応を期待する。 

  ③旧水源や民間水源などの活用。 

  町内には、過去に地域水道として使用していた水源、休止中や余裕のある民間の水源も少

なからず存在している。 

  成否のある掘削などによる水源の確保ではなく、そこに存在している水源の利活用も検討

すべきである。 

  ④河津町との「災害時等水道応急給水連絡管」の活用。 

  河津町との間では、昭和53年災害の教訓から、連絡管が布設されている。災害時に使用す

るという協定内容や、両町の水道料金の違いから、布設以来これまでは利用はされてこなか

った。 

  現在、両町の水道料金差が縮小しており、また投資と設備の有効利用という視点からも、

連絡管の使用方法について再度検討し、河津町と協議していくことも必要である。 

  また、配管自体が既に老朽化している可能性もあるので、通水試験を行う必要がある。 

  （３）先行投資的工事の中止・見直しが必要である。 

  水道事業では、再三指摘するように、計画給水人口は１万8,000人、計画１日最大給水量

は２万8,100立方メートルの目標を達成するために、水源確保や配水管の布設を行っている。 

  今年度の建設改良工事でも、そうした問題が一部にあると考える。例えば、熊口に新たな

水源が確保できていない現在においても、入谷地区配水管布設事業などが計画されている。

入谷地区配水管布設工事は、通水する水もなく管路周辺はほとんど農地や山林である。こう

した工事は水道事業の収益に結びつかず、逆に水道会計の負担となっていくものである。 
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  先行投資的工事も、給水計画や水源の確保なども見直さざるを得ない現在の水道事業の状

況を勘案して、中止・見直しなどを行うことが必要である。 

  水道料金の改定を前に、町民生活と経済への影響を抑え、安定した水の供給を期待する。 

  そのほかの水道の概要と先ほど御報告いたしました裏づけとなります資料をその裏に添付

してあります。また、現在の施設の写真につきましても、委員会でそれぞれ視察した際の写

真を添付してございます。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。 

（「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。 

  以上で、常任委員会所管事務調査の報告についてを終了いたします。 

 

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

 

◎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ました申出書のと

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、閉会中の継続調査を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しました。 

 

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

 

◎日程第１３ 議員派遣について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第13 議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。議員派遣については、お手元に配付したとおりです。現時点で期日等が確

定している行事について派遣することにしたいと思います。御異議ありませんか。 
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（「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、議員派遣については、お手元に配

りしましたとおり派遣することに決定しました。 

 

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

 

◎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。 

  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３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。 

 

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

 

◎発言の申し出について 

○議長（鈴木 勉君） ここで14番、山田さんより発言を求められておりますので、これを許

可いたします。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） すみません。議会の終了前に発言を許可いただきまして、ありがと

うございます。 

  実は、昨年の第４回定例会の際、一般会計補正予算の審議中、商工費のプレミアム商品券

補助に対する質疑の中で、私はこの事業において、旅館等に割り振り等がされているのでは

ないかと、運営が正しく行われていないものではないかというような趣旨の発言をいたしま

した。その後、事業を行っておりますサービス店会より申し出があり、事業をしっかり見て
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ほしいということで、事業、また事務作業等、書類等も全部見せて確認させていただきまし

た。 

  結果、旅館等に割り振られるというようなことは行われていないということを確認いたし

ました。私の誤った発言により、サービス店会及び関係者の皆さんに大変御迷惑をおかけい

たしました。大変申しわけございませんでした。 

  発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） これをもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定

しました。 

  平成26年東伊豆町議会第２回定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ４時４３分 
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