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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27年東伊豆町議会第１回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、公私

ともにお忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本定例会は、私たちの任期の最後を飾る意義深い会議であるとともに、新年度予算を審議

する重要な会議でもあります。議会といたしましては、町民福祉の向上や町の発展のために

十分審議を尽くし、町民の要望を町の諸施策に反映すべく努力したいと存ずるものでござい

ます。 

  また、春の寒さも緩み始め、一雨ごとに暖かさが増しているこのころでございますが、皆

様方には十分御自愛の上、議会運営に格段の御協力を賜りますようお願い申し上げまして、

開会の挨拶といたします。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成27年東伊豆町議会第１回定例会は成立いたしましたので、開会いたします。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（鈴木 勉君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より、平成27年第１回定例会の運営について、御報告をいたします。 

  最初に、本日は、東日本大震災４周年追悼式が行われるため、内閣官房長官より弔意表明

が出されております。議会中ではありますが、哀悼の意をあらわすため、震災があった午後

２時46分ごろ、休憩をとり、黙祷をささげたいと思いますので、御協力をお願いいたします。 

  本定例会には、６名の議員の方々より一般質問が通告されております。一般質問の趣旨を

よく御理解され、円滑に質疑、答弁がなされますよう御協力をお願いいたします。また、質
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問通告者の中で、６番、14番議員より掲示板の使用願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、専決承認が１件、条例の改正及び制定案が10件、

組合への加入が１件、規約の変更が２件、指定管理者の指定が３件、平成26年度一般会計ほ

か５つの特別会計の補正予算案、平成27年度の各会計の予算案、報告が１件、諮問が１件、

さらに、議会から発議として委員会条例の改正が１件、それぞれ日程に組み込まれておりま

す。 

  さらに、国の動向にもよりますが、一般会計の補正予算案が追加上程される可能性があり

ますので御承知願います。 

  なお、議案第２号と３号、議案第12号と13号、議案第14号と15号、議案第24号から29号に

つきましては一括議題とし、質疑は一括、討論、採決は各号ごとに行います。 

  補正予算の説明に関しましては、一般会計は、今回、補正項目が多く、事前に資料にて

100万円以上の内容を示してありますので、主要な内容を款・項程度にとどめ説明し、特別

会計は、従前どおり、おおむね50万円以上で説明すること。 

  また、条例改正案等の説明には、新旧対照表、また説明資料等を用いるなどにより概要説

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

  平成27年度予算案につきましては、一括上程後に町長の提案理由、担当課長の概要説明を

受け、大綱質疑を経た後に、２つの特別委員会を設置し、付託案件の御審議をいただくこと

になります。 

  なお、予算審査特別委員会報告書については、今回、委員会としての予算に対する意見、

要望等を中心に報告することが議会運営委員会で協議決定されましたので、御協力ください。

２つの特別委員会の委員構成は、お手元に配付してあります名簿のとおり、一般会計が総務

経済常任委員会所属の委員、特別会計は文教厚生常任委員会所属の委員となっております。 

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

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

出していただき、質疑の範囲は事業別までとします。持ち時間は１人30分以内で、質問回数

は２回までとさせていただきます。 

  大綱質疑の通告用紙につきましては、既に、議案とともに配付してあります。受け付けは

本日午後１時より事務局で行いますが、締め切りは３月13日の正午までとさせていただき、

その後議会運営委員会を開催いたします。 

  ３月16日の議会は、午後１時から開会し、大綱質疑を行う日程となっております。 
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  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期につきましては、予備日を含め、本日より３

月26日までの16日間とさせていただきます。 

  閉会中に提出された要望書等につきましては、会期中、担当常任委員会にて審査し、報告

をお願いすることになりますので、御承知願います 

  また、議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。 

  最後になりますが、本定例会は、任期中最後の定例会となりますので、活発な御意見、御

審議等、円滑な議会運営を切にお願い申し上げまして、議会運営委員会からの報告といたし

ます。 

  よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） これより直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、11番、山本さん、12

番、居山さんを指名します。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から予備日を含め３月26日までの16日間としたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、会期は16日間と決定いたしました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  初めに、須佐 衛前議員から平成27年２月25日、一身上の都合により議員を辞職したいと

の願いが提出されました。閉会中の辞職願でもあることから、地方自治法第126条の規定に

より同日許可いたしましたので、御報告をいたします。 

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

付いたしました。 

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

につきましては、３月25日までに担当常任委員会にて審査し報告をお願いすることになりま

すので、御承知願います。 

  議長の出席した会議等の報告につきましては、お手元に資料を配付いたしました。 

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

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 施政方針 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 町長より施政方針を行います。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成27年東伊豆町議会第１回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位には何かとお

忙しい中、御出席を賜り厚く御礼申し上げます。 

  平成27年度当初予算案、その他諸議案の御審議をお願いするに当たり、所信の一端と大綱

を述べさせていただき、町民の皆様並びに議員各位の御理解と御協力を賜りますよう、心か

ら念願するものでございます。 

  我が国の経済は、アベノミクス効果によりデフレの悪循環からの脱却は図られたものの、

円安と物価上昇、さらには消費税の増税により、一時個人消費など弱さが見られましたが、

ここのところ景気が緩やかな回復基調が続いております。当町におきましても、入湯客数が

昨年８月以降、前年同月比でプラスに推移するなど、ようやく回復の兆しが見え始めたとこ

ろでございます。 

  この回復基調を維持し、さらに確かなものとするためにも、行政と民間が協働により互い

に知恵を出し合い、ハード、ソフトの両面から、誘客対策等の強化を図っていくことが不可

欠であると考えておりますので、各関係団体等におかれましても、さらなる御理解と御協力

をお願いする次第であります。 

  このような状況下、住民サービスを担う基礎自治体にとりましては、国政選挙後の予算編

成のおくれから、歳入予算に対する具体的な情報が少ない中での困難な予算編成作業となり

ました。相変わらず、大変厳しい財政状況が続いており、この状況を真摯に受けとめ、今後

も財政健全化法に関連する財政指標を的確に掌握しながら、議会とも十分協議し、行財政改

革を強力に推進してまいる所存であります。 

  また、国では、人口減少、超高齢化社会に対応するため、「まち・ひと・しごと創生」に

係る地方創生関連２法の成立により、「ひと」と「しごと」の好循環を実現し、魅力ある地

方を創生するとしており、「地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」「地方へ

の新しいひとの流れをつくる」「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「時代

に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する」の４本柱を

掲げております。 

  いつの時代も日本を変えてきたのは地方であります。地方創生においても、地方がみずか

ら考え、責任を持って戦略を推進する観点から、行政だけでなく、産官学及び金融機関、労

働団体、さらには住民が連携し、知恵を出し合い、地域の特性を踏まえた総合戦略を策定し

地域力を高めていきたいと考えております。 
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  先ほども触れましたが、国の地方支援策や消費税増税で落ち込んだ消費の回復策を柱とす

る３兆1,180億円の補正予算が成立したことにより、新規事業としての空き家活用支援事業、

27年度以降の地方創生事業を実施するための総合戦略策定事業や、また新年度予算で予定を

しておりました、プレミアム商品券等を前倒しし、当年度予算で補正対応させていただき、

議決後に繰越明許の手続をして、新年度に事業実施する予定といたしております。 

  なお、具体的な事業内容につきましては、国と協議を進めているところであり、関連の補

正予算につきましては、今定例会には、追加議案として上程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。 

  したがいまして、当年度の補正予算となっておりますこれらの事業につきましても、新年

度事業に合わせて御説明させていただきます。 

  それでは、新年度の予算案でありますが、私はその基本となる方針を「安全・安心な環境

整備」、「町内産業の振興発展」、「次世代の育成支援」、「健やかで生き生きと暮らせる

まちづくり」、「広域行政への対応」とし、着実に推進してまいりたいと考えております。 

  特に、防災対策や、補正予算で対応いたします地域の消費喚起対策、出産・子育て支援へ

の助成などに意を注いで編成したところであります。 

  それでは、予算規模について申し上げます。 

  まず、一般会計の予算規模は52億2,800万円となり、26年度当初予算に対しまして４億

4,200万円、9.2％の増となっております。 

  また、国民健康保険、介護保険など５つの特別会計は合計で39億1,302万2,000円となり、

前年度に比べ7.1％の増となりました。水道事業会計は支出ベースで６億6,265万8,000円で、

前年度比1.4％の減となっております。 

  一般会計当初予算の内容について申し上げますと、初めに歳入でありますが、根幹となる

町税収入では、個人町民税はおおむね前年並みとなりましたが、評価替えの年である固定資

産税では地価の下落や減価償却等に伴い、減収が見込まれ、町税の総額は前年度よりも大幅

な減となりました。 

  地方消費税交付金につきましては、税率の引き上げに伴う買い控えから通常の消費に移行

しており、増額となる見込みであります。地方交付税につきましては、地方消費税の増収な

ど各種費目の推計に基づき、減額となる見込みであります。 

  一方、歳出では、義務的経費において、公債費が2.7％、扶助費は1.2％、また消防広域化

に伴う高機能消防指令センターの共同運用により、消防職員を前倒しで採用したことなどに
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伴い人件費が率にして2.6％増加しております。行政内部の経常経費は極力圧縮に努めてい

るところであります。 

  投資的経費につきましては、奈良本地区避難地整備や町内４小中学校屋内運動場の天井等

落下防止対策工事、市民農園整備工事などで、前年度に比べ79.9％の増となりました。 

  今後も、町税の伸びが見込めず、地方交付税も今後一層縮減されることは確実であり、ま

た、社会保障関係経費の自然増などにより、非常に厳しい財政状況が続くことは必至であり

ます。 

  そのため、歳出では事務事業の徹底した見直しによる抑制と重点化を進め、歳入面では、

財源確保における重要な課題である町税の収納率向上を徹底していくとともに、自主財源の

確保のための方策等を検討するなど、歳入歳出両面における行財政改革を検討し推進してま

いりたいと考えております。 

  それでは、新年度の具体的な取り組みの大要を説明いたします。 

  初めに、「安全・安心な環境整備」についてであります。 

  １月30日、県において新たな相模トラフ側の被害想定が公表されました。 

  町では、東日本大震災後に公表された南海トラフ・相模トラフ地震被害想定に基づき、

「災害に備えた安心・安全なまちづくり事業」に24年度から取り組んでおりますが、新年度

は、新たに公表された相模トラフ被害想定も踏まえ、地元から強い要望のある、熱川温泉の

中心地にある町所有旧大東館ロイヤルを取り壊し、津波避難場所として防災公園を整備する

予定であります。 

  本事業は、国の社会資本整備総合交付金を受けて整備するもので、平常時は憩いの場とし

て、災害時は避難場所として、住民のみならず観光客の安心・安全に資するものと考えてお

ります。 

  また、東日本大震災では、多くの学校施設において建物のみならず屋内運動場の天井材や

照明器具等の落下など非構造部材の被害が発生し、避難場所として使用できない事態が発生

いたしました。 

  これを受け、文部科学省からは、屋内運動場など大規模空間の天井等落下防止対策を、27

年度までに実施するよう要請されております。当町の小中学校が全て屋内運動場がつり天井

を有していることから、今年度設計業務を実施し、新年度には落下防止対策工事を施工し、

災害時等における町民の安心・安全な避難場所の確保を図ることといたしました。 

  その他、新規事業といたしましては、東伊豆町橋梁長寿命化修繕計画に基づき、災害時に
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おける緊急輸送路となる国道135号を閉鎖するおそれがある、熱川橋の落橋防止対策工事に

関連する設計経費を計上しております。 

  継続事業といたしまして、町道湯ノ沢草崎線の安全対策工事を、大川コマツ別荘入り口か

ら伊東方面へ20メートル予定しており、今後も計画的に事業実施し、車両及び歩行者への安

全対策に努めてまいります。 

  一般町道等の整備につきましては、その実情を熟知している各区からの要望内容を把握し

た上で、緊急性・事業効果などを考慮し事業実施しておりますが、財政状況等により全ての

要望にお応えすることができないことに対し、御理解をお願い申し上げます。今後も拡幅・

舗装、側溝・路肩の改良を計画的に進めるとともに、道路の維持では、不良箇所の速やかな

現地調査と、緊急な小規模工事による迅速な対応に努めてまいります。 

  町内の私設街路灯につきましては、運営を行っている自治会等の各団体が、街路灯をＬＥ

Ｄ照明など省エネ型の防犯灯に転換する際には、整備費用の半額を補助し、維持経費の軽減

を図れる事業を実施いたします。 

  また、県が事業実施しております、稲取漁港整備事業につきましては、港の機能強化を図

るための耐震化調査を引き続き行うこととなっております。 

  消防団関係では、消防団員の消防活動の迅速かつ的確な遂行と、安全性の確保を目的とし

た、消防操法大会の開催年度に当たり、６月に松崎町において賀茂支部操法大会が開催され、

当町消防団から「ポンプ車操法」及び「小型ポンプ操法」に出場いたします。 

  なお、伊豆東部総合病院の新築につきましては、１月14日に茅ヶ崎市の医療法人康心会を

訪れ、町民9,000人余りの要望であることから、優先して取り組んでほしい旨、申し入れを

行ったところであり、今後も引き続き、早期着工に向け働きかけていきたいと考えておりま

す。 

  次に、「町内産業の振興発展」についてであります。 

  国の消費回復、地方経済の底上げ等の経済対策を盛り込んだ26年度補正予算が成立したこ

とにより、補正予算対応といたしまして、町内消費の拡大を図るべく商工会と連携し20％の

プレミアムつき商品券発行事業を引き続き実施してまいりたいと考えております。 

  また、交流・定住促進対策として、さらには商店街の活性化やにぎわいづくりのため、空

き家バンク事業を行うとともに、空き店舗対策や特産品販路開拓など、商店街等の自主的な

取り組みを支援してまいります。 

  インバウンド対策といたしましては、長期に及ぶ円安基調に加えビザ発給要件の緩和、さ
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らに2020年東京オリンピック・パラリンピック開催などにより、当町においても外国人旅行

者の大幅な増加が見込まれることから、誘客対策の強化とともに外国人旅行者の受け入れ環

境整備を図ってまいります。 

  新年度事業といたしましては、県内外から、新たな観光資源として大きな注目を浴びてい

る細野高原では秋のススキイベントとともに、春の山菜狩りやウオーキング等の魅力を加え、

引き続き四季を通じたにぎわいの創出に取り組んでまいります。 

  今後も観光のまちづくりという観点から、観光資源や地域ブランドを磨き上げ、ニューツ

ーリズムへの対応を図ってまいります。 

  長年にわたる懸案事項である、町の観光協会の法人化につきましては、新年度にようやく

一般社団法人へ組織を改め、民間活力を導入した団体として、より柔軟な観光事業への取り

組みが図られ、誘客宣伝への効果も期待できると考えております。今後もさらに将来の統合

に向けて各地区観光協会の一本化を促してまいります。 

  24年度より実施中の県営中山間地域総合整備事業は、奈良本農道の第二工区が実施されま

す。奈良本農道は延長458メートルについて、幅員を５メートルとして通学路の安全確保に

取り組みます。 

  市民農園の整備事業につきましては、日帰り型部分の完成に合わせて、滞在型市民農園の

事業を町単独で実施し、27年度にラウベ６棟を建設いたします。 

  日帰り型が54区画、滞在型が６区画として28年４月のオープンに向けて準備をしてまいり

ます。 

  滞在型市民農園は、日帰り型とは区別し、関東周辺までの地域で、スローライフ・田舎暮

らしを楽しみたい方々をターゲットに、都市との交流により地域の活性化促進を目指すとと

もに、多様な町の情報発信の場としても位置づけ、特色のあるまちづくりの一端を担うこと

を目的とし、さらには移住・定住の推進に向け空き家バンクとの連携も模索していきたいと

考えております。 

  次に、「次世代の育成支援」についてであります。 

  地方創生に向けた国の補正予算を活用し、本年度までの出産祝金を子宝祝金に改め、さら

に充実したものとし、１子目５万円、２子目10万円、３子目20万円、４子目以降30万円とい

たしました。 

  また、18歳未満の第２子以上の世帯に、商品券を支給する多子世帯生活支援事業をあわせ

て行うことで、少子化対策や子育てへの支援を図ってまいります。 
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  新年度事業におきましては、子ども・子育て支援新制度の一環として０歳から２歳児を対

象とする保育ママ事業を継続実施し、保育の場を確保してまいります。 

  放課後児童クラブにつきましては、新たに基準を設けて質の向上を図り、小学校６年生ま

でを対象として、次代を担う人材育成及び生活指導を行ってまいります。 

  また、保育園児につきましては、小学校就学前児童を年長者として、第３子以降は無料と

いたします。幼稚園児につきましても、現行制度では在園園児に限り第２子以降は半額とし

ているものを、年長者の枠を小学生３年までとし、第２子は半額、第３子以降は無料といた

します。 

  継続事業といたしまして、６カ月児相談対象者に対し、赤ちゃんと保護者が心触れ合うひ

とときを持ち、子育てに読み聞かせを取り入れることを目的とするブックスタート事業と特

別支援教育等事業「言葉の教室」を実施いたします。 

  幼児期の子供にとって、言葉は人格形成の上で大変重要であり、言葉で自分の思いや考え

を伝えることや相手とのコミュニケーションを図ることは、より豊かな集団生活を過ごす上

でとても大切なことでもあり、幼児期に培われた言葉や言語による表現力は、小学校以降の

学びの基礎となるものでございます。 

  福祉で実施しております、子育て世帯臨時特例給付金につきましては、継続が決定いたし

ました。国の施策ではありますが、消費税率引き上げの影響等を踏まえ、特に配慮が必要と

考える低所得の子育て世帯に対しまして児童手当対象児童１人当たり3,000円を支給いたし

ます。 

  次に、「健やかで生き生きと暮らせるまちづくり」についてであります。 

  行政運営の最終的な目標は住民福祉の向上であり、町民の皆様一人一人が生き生きと安心

して暮らせるまちづくりであります。まず、健康づくりについてですが、健康は町民が幸せ

になるための基本であり、活力あふれる充実した生活を営むための最も大切な財産です。新

年度もアスド会館体育館を初め、いきいきセンター・保健福祉センターにおきましての健康

増進事業や食生活推進委員などの協力を得て、健康づくり事業を進めてまいります。 

  生活習慣病予防事業では、町民の健康の保持・増進を図るため、生活習慣病予防検診や各

種がん検診、肝炎検査等を引き続き実施するほか、高齢者の肺炎球菌予防接種事業につきま

しては、65歳から５歳刻みの年齢の方々を対象に定期接種として実施いたします。 

  新規事業といたしましては、睡眠に着目した、心の健康づくり事業を実施いたします。睡

眠障害からさまざまな病気が引き起こされます。自身の睡眠の状況を客観的に見られる機器
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を使用し、保健師が参加された方とともに、よりよい睡眠に向けた対策を考える相談事業を

実施いたします。 

  また、食育の推進事業につきましても、昨年度に引き続き、保育所・幼稚園・小中学校・

高校と一貫した食育事業を地域と行政が連携して行ってまいります。 

  次に、福祉関係ですが、28年度から32年度までの５年間を計画期間として、住民の生活全

般にわたる福祉向上を図ることを目的とした第３期の東伊豆町地域福祉計画を策定いたしま

す。 

  昨年実施いたしました臨時福祉給付金につきましては、継続が決定いたしました。国の施

策ではありますが、低所得世帯の消費税率引き上げに伴う、食料品支出額の増加分を参考に

27年10月から28年９月までの１年分として6,000円を支給いたします。 

  次に、「広域行政への対応」についてであります。 

  消防の救急広域化は、７市町で構成する駿東伊豆地区消防救急広域化協議会において、28

年度からの「駿東伊豆消防本部」の発足に向けて協議・検討を重ねております。27年度にお

ける事業といたしましては、26年度からの２カ年継続事業として実施している「広域消防指

令センター整備事業」として、消防指令センター庁舎改修工事及び消防指令センター等に指

令装置等の機器の整備を行う高機能消防指令センター整備が行われます。 

  「消防の救急デジタル無線共同整備事業」では、無線統制局、基地局及び移動局等に無線

装置等の整備が行われ、27年度中の「駿東伊豆消防指令センター」の共同運用を開始する計

画となっております。 

  また、広域的な観光連携のため、27年度から伊豆半島グランドデザインを推進するに当た

り、美しい伊豆創造センターを設立し、事務局設置場所については、修善寺総合会館の整備

が終わり次第移転する予定になっていますが、当面の間は伊東市に置き、４月より各市町１

名の職員を派遣することとなりました。 

  28年度には、ジオパーク推進協議会を統合することにもなっております。 

  伊豆半島ジオパークでは、新年度は世界認定に向けて、各地域に点在するビジターセンタ

ーやジオガイドの連携した取り組みが進められるとともに中央拠点施設の整備が図られます。 

  さらに伊豆半島の南部地域に「伊豆の先端ツアーセンター」が設置され、官民一体でエリ

ア内の地域資源を磨き上げるとともに、着地型旅行商品として国内外へＰＲしていくことと

しております。 

  河津町との一部事務組合で進めております東河環境センターのごみ処理施設につきまして
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は、29年度からの大規模改修着工に向け、生活環境影響調査を実施中です。これらの事業に

伴う両町の負担金につきましては、東河環境センター施設整備等推進協議会にて協議中です

ので、御理解をお願いいたします。 

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

民健康保険財政の安定化を図るための一助として、保険財政共同安定化事業の事業対象の拡

大をいたします。それに伴いまして国保特別会計の予算規模が拡大しております。また、前

年度に引き続き、国民健康保険・後期高齢者医療保険とも低所得者への保険税の軽減を拡充

するため、軽減判定所得の基準額を引き上げるなど、低所得者などに配慮した制度改正が見

込まれております。 

  介護保険事業につきましては、27年度から３カ年を計画期間とする第６期介護保険事業計

画がスタートすることになり、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業に順次取

り組んでまいります。 

  これまで、全国一律の予防給付のうち訪問介護・通所介護と介護予防事業は、町が地域の

実情に応じて取り組むことができる新しい介護予防・日常生活支援総合事業になりました。 

  また、従来の包括的支援事業に加え、新しく在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制整備の充実といったことについても、町で取り組んでいく事業

となりました。そのため、今後それぞれの事業が円滑に移行できるよう関係機関等と協議、

検討してまいりたいと考えております。 

  介護保険料につきましては、現在の介護サービスの状況や今後の給付費及び介護認定者の

推計と介護報酬改定の引き下げ等を総合的に勘案し、現在の基準月額4,370円から10.75％増

額470円の4,840円に引き上げる予定としておりますので、御理解をお願いいたします。 

  最後に、水道事業会計でありますが、水道施設の老朽化や電気料金の高騰に伴い事業費用

が増大する一方、給水人口の減少や景気の低迷等により料金収入が大幅に減少し、水道事業

をめぐる経営環境が一段と厳しくなっております。 

  このような状況が続く中、経営の改善に向け経費削減に努めてまいりましたが、経営努力

だけでは限界があり水道料金を改定せざるを得ない状況となりました。 

  このため、昨年12月28日に水道料金等審議会に水道料金の改定について諮問いたし、審議

会での慎重審議の結果、去る１月23日に、審議会会長より答申をいただきました。 

  内容は、住民生活の環境等を踏まえた生活の源である水の安定供給を図る上から、改定率

を25％とし、消費税の内税方式から外税方式とするとの答申でありました。 
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  今定例会におきまして、関係条例を改正する議案を上程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。 

  水道は、住民の生活にとって欠くことのできないライフラインであり、しっかりと守って

いかなければなりません。このためには、徹底した効率化と経営基盤の強化を図ることが重

要であると考えております。 

  以上、諸施策の概要について申し上げましたが、私の政治信条であります「みんなが安心

して暮らせる町、笑顔があふれる町」を目指し、諸施策に全力で取り組んでまいりますので、

議員各位を初め、町民の皆様の御支援、御協力をお願い申し上げまして、施政方針といたし

ます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 一般質問を行います。 

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

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、ジオパークの対応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。 

  ３月に入り、ちょっとここのところ肌寒いのかなということで、先般、一昨日、大川小学

校の子供さんたちにお願いをしまして蛍の放流をいたしました。６月５日から15日までの鑑

賞の夕べということで御案内をさせていただきます。またひとつ御協力をお願いをいたしま

す。 

  さて、今回２問を通告をしております。一問一答にて御答弁のほうよろしくお願いいたし

ます。 
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  まず第１問、ジオパークの対応について。 

  伊豆半島ジオパーク認定に向け、各近隣市町が動き始めたわけですが、町としての現状と

今後についてを伺います。 

  １点目、町内での認定されてくるわけです。された後、何カ所ぐらい認定箇所が出てくる

のか。また指定場所はどのように決定するのか。 

  ２点目、決定後の取り組みと予算についてを伺います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） まず、飯田議員の第１問、ジオパークの対応については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点目の町内での認定箇所はあるのか、また指定場所をどのように決定するのかについて

ですが、本年９月に世界ジオパークネットワークへの加盟認定を受けるのは、伊豆半島ジオ

パークとして当協議会に加盟する15市町、面積が約1,585平方キロメーター、人口が69万人

が対象となる広域のものであり、各市町のジオサイトが個々に認定を受けるものではありま

せん。 

  また、ジオサイトの選定に当たっては、「ジオパーク的価値」、「理解しやすさ」、「美

的景観」、「整備状況」、「アプローチ」、「見学スポット整備優先度」の６つの基準が設

けられ、静岡大学を初めとする各研究機関の調査・研究のもと伊豆半島ジオパーク推進協議

会が決定するものであります。 

  現在、伊豆半島全体では、ジオサイトが114カ所、ジオポイントが313カ所それぞれ指定さ

れており、当町におきましては、ジオサイトが６カ所、ジオポイントが17カ所となっており

ます。 

  次に、２点目の決定後の取り組みと予算についてですが、９月に実施される世界認定に向

けて、ジオガイドの養成や解説板設置など観光客の受け入れ態勢の充実を図るとともに、各

市町が１カ所ずつ周辺エリアの情報提供を目的とするビジターセンターを設置することとな

っております。 

  さらに、平成27年度には、各々のビジターセンターと連携した取り組みを促進する中央拠

点施設の整備が、伊豆市修善寺総合会館内に進められる予定となっております。 
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  完成後は、伊豆半島グランドデザインを推進するための「美しい伊豆創造センター」が設

立され、ジオパーク部会として、各市町から派遣された職員により組織された事務局を中心

に、世界ジオパークへの貢献と国際交流、民間企業との連携強化、住民理解の促進と一体感

の醸成、保全や教育分野への取り組みなどを推進することとなっております。 

  なお、平成27年度の当初予算では、ジオパーク推進協議会への負担金として325万円が計

上され、主に中央拠点施設建設事業費や加盟記念事業への事業費に充てられたものでござい

ます。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 御答弁ありがとうございます。 

  今、大変気になるところの伊豆半島、あれか東伊豆のジオサイトポイントについての箇所

数を把握をしたわけですけれども、ジオサイトとして東伊豆町の箇所数が少ないのかなとい

うまた、感じがするわけですけれども、伊豆半島、世界でも最も美しい半島として注目をさ

れているわけですけれども、日本のジオパーク委員会は昨年８月28日の日に伊豆半島を世界

ジオパークに推薦することとなったわけです。その後、９月23日の日に熊本県阿蘇が世界遺

産に認定されたため、繰り上がりで伊豆半島の審査が本年９月に鳥取県で開かれる国際大会

で決定をし発表されるのかなということですけれども、そういうことを聞く中、伊豆全体が

こう連携、一体感が保たれるのかなと、ちょっと情勢として課題が残ってくるのではないか

なと私は考えるわけですけれども、先般、河津、東伊豆町、両町の議会研修が行われまして

勉強させていただきました。また、昨日は「伊豆半島が災害史に学ぶ 自然災害と向き合う

伊豆半島ジオパーク」と題した講演会が、伊東市のほうでありましてお話を聞きに行ってま

いりました。大変いい話をしてくれるなということですが、伊豆半島は火山活動や地殻変動

により世界に、本当にまれに見る国として温泉、湧水、石材等の恩恵をこうむっているわけ

ですけれども、こうした恵みをちょっと忘れると言っては大変失礼ですけれども、意識とし

て持って来なかったのかなと、そのつけが今回ってきておるのかなということで私は考えま

す。 

  地形、風景、そしてジオとして防災対策の一番大切なことは、やはりこの町、観光立町、

町長よく言うように、観光立町として収入、町税等も含めた中で観光立町としてこのジオパ

ークの恩恵を含める中でしっかりとした対策、国の補助金をお願いしていかないと、本当に

乗りおくれてしまう。近隣市町も皆さんそうだと思いますけれども、やはり伊豆東海岸の状
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況を見たときに、もう既に近隣の市町も一生懸命指定される、指定をしており、そして整備

をされておる、きれいになっておるなということで考えるわけですけれども、やはりジオサ

イトとして９月の認定を受けた後、やはりこの６カ所、ポイントが17カ所ですか、ある中で

やはり整備をするところはしっかりと整備をする、乗りおくれないように整備をする。担当

課長、大変だと思いますけれども、これをいつごろまでを目安として指定をしているところ

をちゃんとしっかり把握をしていくのかなということを、まず第１点お聞きしたいと思いま

す。 

  そして、伊豆東海岸の取り組み状況、もう既に本当に先ほどから言っているように認定を

しているわけですけれども、その認定の場所も含めて、本当にこうしっかりとした対応をし

ていただくことを何度も言いますけれども、お願いをしたいと思います。 

  次に、２点目の決定後の取り組みと予算についてを伺います。 

  2015年、静岡県の当初予算が１兆2,397億円ということで当初予算が出され５％の増とい

うことで、新聞報道がされたわけですけれども、静岡型地方創生を上げているわけです。 

  そんな中で、県として伊豆半島ジオパークネットワーク、これＪＧＮと言うようですけれ

ども、伊豆の国市の韮山反射炉、これを世界遺産に認定しようよということで、県のほうの

予算もついて、14年度からですか、続いておりますけれども、14年度で1,020万円、15年度

で200万円を計上しておるわけです。大変すごい額で反射炉等についてはですね。これやは

り縦貫道ができて、ここ伊豆へ観光、お客さんが来る。この韮山反射炉を見ながら伊豆半島、

桜、ひなを見に来るような環境づくりをしてもらうと、これは県のほうで考えているようで

すけれども、やはりこの取り組みも含めて、ぜひこの東伊豆町ジオパークの関係、サイトも

含めてお願いしたいと思います。 

  それから、予算ということで今、町長から新年度の予算がつけてあるよということですけ

れども、伊豆半島ジオパーク推進協議会の負担金ということで、金額はいいですけれども、

このほうのあれはいいです。ちょっと増額になっているのかな、負担金のほうはね。本年度

は、17年度は増額になっている。もし数字がわかりましたらちょっと教えていただきたいと

思います。 

  気になる、何度も言うように、この気になる場所の認定、指定の場所をちょっとこう17と

12がありますけれども、その場所も含めて、どういうところを指定していくのかなというこ

とを含めて、ちょっと答弁を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） ジオパークの流れ、今、飯田議員が言ったような流れでございます。 

  そういう中で、ジオパークが急に脚光を浴びたのが、県知事さんがかわりまして、川勝知

事が大分これに興味を持ちまして、さらに静岡大学の小山先生という方が、これを強力に推

進している中で大変すばらしいことではないかという中で、県も力を入れてきたのがこの現

状でございます。要するに、今の県知事がいなければ、このような流れはなかったと考えて

おります。 

  しかし、そうなるとやっぱり、このジオパーク、今この伊豆半島が景気、いろいろ観光、

低迷している中で、一つの起爆剤になればいいではないかと考えておる中で、今７市６町伊

豆ジオパークのあれが、この全力を挙げて世界ジオパークに向けて取り組んでおるのが現状

でございます。 

  そういう中で、うちの町が箇所は後で観光課長より答弁させますが、この箇所が少ないと

いうことは、この箇所は基本的に静岡大学の小山先生がジオパーク的価値があるところは、

うちの町はここですよといった中で６カ所というのが現状でございます。その６カ所につき

ましては、後で観光課長より答弁させていただきます。 

  その中で整備の時期といいますと、これはなかなかいつまでにやるということはなかなか

できないもので。それでまず第１点、この中の細野高原も入っております。その細野高原に

おきましては、事業におきましては、一応観光施設整備事業が３分の１でございますけれど

も、ジオパークにつきましては３分の２の整備事業がありますもので、細野高原におきまし

ては、そのジオにおける補助率３分の２を使って大変有利なことでやっております。基本的

にはこのジオサイトにおきましては、そういうその３分の２が今年で、新年度で終わりかな。

そういうこともありますので、県のほうには引き続き、ジオにつきましては整備するには補

助率を上げてほしいということはお願いしていきたいと思います。 

  そういう中で、私再三言うのは、これだけ力を入れているんですから、県のほうもさらに

予算を拡大してほしいということは、また７市６町のほうからまたお願いしていきたいと考

えております。 

  今、たしか伊豆半島では世界遺産に向けての反射炉、そしてジオパーク、本当にこれがや

っていく。この２つが本当に採択されて、伊豆半島、また違った意味で本当に活性化されて

いくと考えておりますもので、７市６町の首長、また地域の方、全てがくみする中でこの世

界遺産、または世界ジオパーク、これに登録されるような方向で、また官民協働となった中

で推進していきたい、そう考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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  整備の時期ということは、なかなかこの時期はいつまでにやるとかというのはちょっとも

うちょい考えがありますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  ほかのことは観光課長より答弁させます。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） まずはジオパークのジオサイト、それからジオポイントの関

係ですけれども、町長のほうの答弁でもお話をさせていただいたとおり、ジオサイトについ

ては、町内では６カ所ということで主なものを申し上げますと、細野高原、まずはジオサイ

トの細野高原、細野湿原、土石流と湿原の関係、それから三筋山の南東の斜面、天城の火山

南東斜面と周囲の地形景観、それから稲取ということで、これは稲取高校の北、稲取のスコ

リア丘の断面と火山団ということで、これにつきましては、東伊豆体育センターのちょうど

山側のあの斜面の部分でございます。それから、黒根岬ということで稲取火山の溶岩流、稲

取岬の地形景観、それから堰口・川久保川がジオサイトで、これについても、堰口の採石場

の跡ということで、堰口のスコリア丘の断面と溶岩流、それから続いて白田川の源流という

ことで、これは白田の林道、白田の硫黄鉱の跡と鉱石、それからシラヌタの池、これもジオ

サイトに指定されておりまして、シラヌタの池の地すべりがつくったとされている池とその

自然の環境、それから熱川北川のジオサイト、これは穴切海岸の遊歩道、それから北川温泉

の築城石、この辺あたりがジオサイト並びにジオポイントということで指定をされておりま

す。 

  続きまして、予算の関係ですけれども、これは平成27年度の当初予算に計上をさせていた

だいておりますけれども、これにつきましては、また委員会等で詳しいお話をさせていただ

きたいと思いますけれども、まず負担金といたしまして、答弁のほうでもお話をさせていた

だいておりますけれども、全体で325万円の計上の中の内訳ですけれども、まずは事務局の

伊豆半島推進協議会の事務局の経費ということで、今回加盟記念事業、いわゆる世界のジオ

パークへの加盟に対するそういった事業も含まれますので、通常よりも倍ほど予算が多くな

りまして、町が140万円、それからあともう一つ、平成26年度に修善寺のほうで中央の拠点

施設の設計を今やっておりまして、平成27年度からこの建設に着手するということで、この

負担金ですけれども、これ全体事業費として１億円の事業費のうち県の３分の２ということ

で、先ほど町長が申し上げました補助金のかさ上げが行われるということで、１億のうち

6,630万円が県の補助金、それから残りの3,370万円が市町の負担金ということで、町の負担

が185万円というふうな形になっております。 
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  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 町長、それから課長から今、負担金、それからジオについての箇所で

すか、ジオサイトを含めた箇所の説明があったわけですけれども、私も少し勉強する中で、

この場所等も確認をしておるわけですけれども、場所的になかなか観光として結びつくとこ

ろが出てくるのかなと、大変危惧するところですけれども、やはり１番の細野高原、湿原も

含めた、この細野高原が町としての観光誘致に結びつく、大変いい場所かなと。ほかにもま

だ調べて出てくるところがこれからあろうかと思いますけれども、ぜひこの細野高原を含め

た整備等も含めた中でしていただきたいなと思います。 

  それから、今、町長が県知事、それからほかの先生等の話、たしか2009年ごろからではな

かったかなと、その話が出てきたのは。そして、知事がかわる中で川勝知事、そして小山先

生が、この伊豆半島のジオサイト、ジオについての教えを伺ってきたところでございますけ

れども、やはり私思うには、明確なテーマ、この町としての何かほかの近隣の市町とは違っ

たテーマを掲げる中で、やっぱりストーリー、歴史を踏まえたものを取り込む中でジオを進

めていただきたいなと思います。 

  そして、これは教育長にも、町長にもお願いするんですけれども、先般の河津町との研修

会の中でも出ましたけれども、伊東の勉強会でも出ましたけれども、やはり学校教育の中で

こういうものをやはり取り込んでいただく。幼稚園、小学校低学年は無理だと思いますけれ

ども、中学校、高校あたりで学校教育の中で、ジオをしっかりと防災も含めたジオをちゃん

と勉強の中に、あるいは学習の中に取り込んでいただくようなことをぜひお願いをしたいな

と思います。ひとつよろしく、ちょっと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） ジオサイトの件ですが、まずうちの町はジオと観光で多分この６カ所

だけ。生かされるのは細野高原と稲取高原と黒根岬、これは多少大丈夫だと思いますけれど

も、一番メリットなのは、細野高原と穴切なんですよね。しかし、穴切は基本的にはあそこ

へ行くまでのアクセスが大変危険なもので、それはジオでできないかといったら、それはも

う町単でやらなければいけませんという中で、また穴切の観光でも、町がやりたいんだけれ

ども、そこへ行くアクセスが大変危険なものですので、穴切海岸はちょっとやらないような

方向でいます。これが、アクセス、まずこのジオサイトのほうで見てくれれば当然穴切も大
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変すばらしいところでございますが、また地元からも穴切の活用も言われておりますもので、

その辺はこのジオサイトの補助金をいただけるとなれば、それは穴切もやっていきたい。 

  まずは当面、この細野高原に関してジオサイトを最大限活用した中で、補助率の中で早目

に整備していって、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、学校教育の関係、これはもう当然、７市６町の中でも一応入っております。これ

はとりあえず高校のほうではもう結構、伊豆中央だったと、これは結構一生懸命やっている

中で、今、飯田議員言った、今度は小中、この辺もカリキュラムをつくってと言われました

もので、これは当然７市６町のほうからもそういう要望はしていきたいと思いますが、教育

長はどういう考えですか、何しろ７市６町のほうでは、一応教育の見地からも大変重要であ

るという中で、高校のほうではまず伊豆中央高校がやっておりますので、当然小中のほうに

も進めていきたいというふうな、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） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 今、学校のほうでも地域を知るというような学習を行っております。

その中で今、特にジオについてというところを意識してというのはちょっと今把握しており

ませんけれども、そういう地域を知るという学習の中で、今後そういうことが取り入れられ

ていければいいのかなというふうな思いを持っております。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、地方創生についてを許します。 

  ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） では、２問目、地方創生についてを伺います。 

  各自治体への地方創生が義務として課されてくるわけですが、町の対応はどのようになる

かなということでお聞きします。 

  まず第１点目、創生に伴う具体的対応は。 

  ２点目、推進本部等設置の考えはありますか。 

  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） 
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○町長（太田長八君） 飯田議員の第２問、地方創生については２点にわたる質問ですので、

順次お答えいたします。 

  まず１点目、創生に伴う具体的対応はについてですが、昨年11月に「まち・ひと・しごと

創生法」が公布及び施行され、12月27日に国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及

び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されました。 

  この創生法の施行を受け当町の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を平成27年度中に策定することとなり、策定に向け取り組んでま

いります。 

  今議会最終日に上程させていただくよう26年度補正予算を予定しておりますが、その中で

策定にかかわる調査等の経費を盛り込ませていただいております。策定に当たっては、国や

県の総合戦略を勘案し、町内の各種団体の方に参画していただき、町の特色や実情などを踏

まえ、方向性や具体案など審議検討いただき広く関係者の意見を反映した効果のある戦略を

立てていきたいと思いますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の推進本部等設置等の考えはあるのかについてですが、国は、総合戦略の策

定に当たり、広く関係者の意見を反映させることが重要としており、町の特色や実情などを

踏まえ、方向性や具体案などを審議検討をいただくため、町内の各種団体の方に参画してい

ただき、（仮称）地方創生総合戦略会議を設置する予定であります。 

  なお、策定にとどまらず、今後行われる戦略の評価及び効果検証も行っていただくことに

なっております。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） どうもありがとうございます。 

  この地方創生については、同僚議員がこの後またお聞きをするところがあろうかと思いま

す。ちょっとダブって質問するところがあろうかと思いますけれども、よろしくお願いいた

します。 

  昨年５月に日本創成の分科会の中で、1,800の自治体がある中で890ほどの自治体が消滅す

るよと。大変ショッキングな寂しい話が出た中で、創生ということが持ち上がってきたわけ

ですけれども、地方自治体が地域活性化や人口減少対策で柔軟に使える新たな交付金につい

て創設をしたわけです。それには各自治体が実情に応じた取り組みや数値目標を定め、人口

増加や地域経済活性化への戦略をつくる自治体に対して交付金を支給するよという話をし、
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新聞報道であったわけですけれども、日本では創生という言葉を使っているようですけれど

も、先般、中国の報道等を聞くと、創生ではなくソウシンと言っています。中国あたりも大

分こうちょっと日本とは違いますけれども、国の実情を考えたとき、やはり立て直しをして

いくところがあろうかと思いますけれども、従来、国より、今まで県へ毎年交付をされる交

付金と、目的と金額、町の負担金、そしてその都度、町長から説明があり事業実施をしてき

ておるわけですけれども、総合戦略は東京一極集中を是正するため、５年間で30万人ほどの

若者を雇用する、そういう場所を設けるように。また具体策として自治体の裁量で使えるな

どと言っておるわけですけれども、やはりこのお金も含めて、地方にそういう数値目標を出

していく中で、これから取り組みを５年間図っていくわけですけれども、大変難しいところ

が出てくるのかなと、大変私も考えが、町長はもっと考えているよと。私が考えるよりは、

やはり各自治体というよりは、自治会が本当に今後どうなるかなということを考えていただ

くことがこれから出てくると思いますけれども。 

  そこで伺うことは、具体的な対応についての交付金、先般説明があり、10幾つですか、12

ですか、ひとつちょっと交付金の申請に対しての外された住宅リフォーム振興事業ですか、

そういうものがちょっとまずいよということで外されてくるようですけれども、地域住民生

活緊急支援のために交付金として項目がつくられ、地域消費喚起・生活支援型交付金、それ

から地方創生先行型交付金ということで、限度額は、こういうものについては一般会計から

出す、そういうことになってこようかと思いますけれども、この後補正にて創生についての

説明があろうかと思いますけれども、やはり考える中で、何がこの中で、町が考えた中で住

民課、観光課、企画課が大変いい、事業名をつくっていただいて考えておるわけですけれど

も、何が目玉かなと。この中で、12の中で何が目玉になるのかなというところが大変私思い

ますけれども、各担当課、これはうちの課はこれだよと、これしかないよということで考え

てやっていただいたと思いますけれども、私がちょっと思うには、今後の創生の交付金等を

考える中で、余り各課で数多く事業名をつくって交付金請求をするのではなく、やはりある

程度のものは一般会計から出していただく。そして、この交付金はまず１つか２つ、観光だ

よ、あるいは建設課だよと、そういうことでやっていただく、交付申請をしていただく。 

  一例として環境整備をする中で、この観光の町、大変汚い建物があちらこちらに建ってい

るわけです。そういうものを取り壊す、景観という、東伊豆の町が汚いよという町、そう思

われないためにも、交付金だけではちょっと無理かなと、一般財源を使って壊すこともでき

ないのかなと、私は考えるわけですけれども、やはりこの中の事業名の中を見ると、全てま



- 25 - 

 

た大変いい、これは外してはまずいようなところが多分にありますけれども、やはり１つ、

２つ、目玉だよと。これが一つ目玉だよと、そういう創生の方向を打ち出していただけない

かなと私は思います。 

  そこで、町のほうに創生の立ち上げするにあたり、石破大臣からメッセージが入っている

と思うんです。町長、もしあるようでしたら、それをちょっと読み上げて、全文長いと思い

ますので。ある程度、こういうことが一つのあれになっているよということで、もし入って

いるようでしたら、それをちょっとこうお話をしていただければありがたいなと思います。

ひとつよろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 地方創生についての考えでございます。 

  これからの東伊豆町が生き残っていくために、これは本当に真剣に考えなくてはいけませ

ん。そういう中で、平成27年度に策定する、この総合戦略、これが本当に大事になってきま

す。そういう中で、その地方創生会議を策定するといいますか。その前に、とりあえず役場

の課内で係長たちを集めた中で考えて、ここのところは副町長を中心になって考えて、それ

であとまた今度、先ほど壇上で言いました仮称の地方創生総合戦略会議、これにやっていく。

そういう中で、最高の地方創生総合戦略会議のメンバーは、先般、施政方針でも出ている。

これはもう本当に全町を挙げて産官学及び金融機関、労働などもう全部の人が入ってこなけ

ればならない、そういう国の姿勢もありますもので。何しろ町としてはこの総合戦略、これ

が東伊豆町が生き延びていくための本当のあれだと考えておりますもので、その辺はもう真

剣になって、皆さんが真剣となって徹夜もいとわずやらなければならないと、私は今そのよ

うな気持ちでおります。 

  さらに交付金の関係でございますけれども、景観は確かに町も苦慮しているところでござ

います。そういう交付金が使えれば当然それはやっていけますが、その交付金というのも大

変厳しいではないかという中で、それも何かしら町はそういう景観に対してはやっていきた

い。 

  しかし、その中で所有者のこともありますもので、いろいろな中では法的なこともありま

すので、自分としてはある程度空き家のこともありますもので、その辺は新年度、ちょっと

条例整備した中で、そういうことができた中で景観整備もできればなとは考えておりますも

ので、これはまだ言えませんもので、ちゃんと真剣になって考えた中でまた議会のほうには

説明していきたいと思います。 
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  そういうことで一旦、この27年度における地方創生の先行型、これは本当に時間がないん

ですよね。国のほうも決まってきたのがもう12月の補正でやってきた中で、もう２月ごろに

はある程度の方向性は出てくるといった中でもう全然出てこない中で、何しろ出してくれと

いう中で今回上げさせた中で、今言ったように一つだめになりました。 

  そういう中では本当、これ私も国のほうに行って、これを何とかならないかと言った中で、

やっぱり国がだめといった中で、国が地域のことを上げた中でやりますよということ言った

中で、やっぱり言った後、国の主導なんですよね。地域のことを考えないで国のことをやっ

ているもので、ここはやっぱり国も考えてもらわなければ、本当の地方創生にならないかな

ということは、私はそのとき感じました。 

  やっぱり国は一応石破大臣が地域から上がってきた考えに対しまして国は援助していきた

いと。今回のこの補正に対しては、町が上げたやつが一つだめになったということは、果た

して国のほうが地域の実情、本当にわかっているのか、それをやって感じました。 

  そういう中で、さっき飯田議員が言いましたように、それが一つ、ばらまきということが

言われましたけれども、うちの町はもう前からやっているから何とかしてほしいという中で、

やっぱりばらまきということでだめになりましたけれども。これは本当に地域の実情をわか

っていれば、そういうものを16年間やっている事業に対しましてばらまきではないことはわ

かっています、国のほうがその実情がわからなくて、それはばらまきだからだめだというこ

とを言われましたもので、それは本当にこれから石破大臣が言ったことも、また読み上げま

すけれども、この２つ来ました。 

  こうなると、地方の考えていることというのは、こちらにつきましても、この補正に関す

る限り、私はそこまではやらないということが実情でございます。だから、要するにこの総

合戦略は、これからの東伊豆町をやっていくのは大変重要であることだけは認識しておりま

すもので、そのときはまた議会の皆さんといろいろな相談しながら、この東伊豆町の未来永

劫生き残っていく。 

  やっぱり私もその去年のその日本創成会議の中で消滅する自治体になったことは本当にシ

ョックでしたよ。そういうふうにならないためのこの27年度の総合戦略策定、これは本当に

もう真剣になって考えていけないという考えでございますので、その辺はまた御理解願いた

いと思います。 

  石破大臣のメッセージ、とりあえず２回来ております。その中で、これを全部読むと大変

でございますもので、基本的には人口減少、超高齢化社会を迎えております。待ったなしの
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構造的な課題に対して地方創生を真正面から取り組み、答えを見出していかなければなりま

せんと、こううたっております。 

  そういう中で、全部読むと長いもんですからはしょって、要するに、基本的にはその策定

に当たっては、各地方公共団体、体制を発揮しつつ、さまざまな年齢層の住民を初め、産学

金労等の関係者の意見を広く聞いていただいて、やっぱりＰＤＣＡ、事業の計画、そして実

施、評価、改善、これを継続的に行う。これが大変重要だとも自分も考えています。あわせ

て、地方議会におきましても、総合戦略の策定、推進等の各段階で十分に議論がなされるこ

とを期待しております。議会におきましても、総合戦略の策定について、やっぱり十分議論

をしていただきたいと、これも大変重要ではないかと思います。 

  さらに私ががっかりしたんですが、この文面では、一応国にしても地域の経済分析システ

ムの情報の支援、または地方創生人材支援制度や地方創生コンシェルジュを含む人的支援と

書いてありますよね。書いてあるわけですよ。しかしながら、たしか町長会のときの石破大

臣は人的支援は行うと言ってくれましたけれども、国から人が来るときは、その人件費を町

が払わなければいけないんですよね。だから、人が無償で来れば大変ありがたいけれども、

その来た人に対しまして人件費はこの町が払うということは、やっぱりこの人的支援とかを

やっても、文面にはそう書いてありますけれども、それは大変どうかなというのを。やっぱ

り石破大臣のメッセージを読む限り、石破大臣の並々ならぬその決意というものは感じてお

ります。 

  以上でよろしいでしょうか。 

○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、町長も言うように、大変この時間がない中で創生ということが仕

事に入るわけですけれども、大変この職員も時間の中で、こういう事業名をつくる中で、要

望を出す中で大変御苦労があったかなということで思うわけですけれども、人口減少、少子

化対策ということで、これはもうずっとついて回るのかなということでまた考える中ですけ

れども、２月27日の日に稲取高校の同窓会の入会式がありまして、町長、卒業式の日は御苦

労さまでした。総会の入会式の席で97名の生徒でちょっと私、お話をさせていただいたわけ

ですけれども、その話の内容は、やっぱり今お話をしているように静岡県の人口、東伊豆町

の人口、そして限界集落という話、人口減少に伴い25年後、2040年の人口がこのようになる

よと。明治の時代の人口になってしまうよと。 
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  そういう、本当にこう寂しい話をした中で生徒にお話をしたことは、卒業生97名いるわけ

ですけれども、東伊豆も、河津も、下田も、伊東から通っている生徒さんたちがいるわけで

すけれども、これから卒業をし就職をし、そしてこの町を忘れない、この町に帰って来てお

仕事をしたい、結婚して子育てをしたい、そういうことを思っている生徒は手を挙げてくれ

ないかなと、最初ちょっと手を挙げなかったです。正直に手を挙げてくれないかなと言って、

手を挙げた方は５人でした、５人。いや、本当にさみしいなと。その５人も果たして帰って

くるか、手を挙げない子供たちが帰って来て、いや東京、横浜よりここ稲取に住んでいる、

生まれた土地がいいよということで帰ってくる子供たちがいるのかなということで大変寂し

い思いをしたわけです。 

  やはり今考えるに、いろいろ、昨年も毎年やっておられる青少年主張発表等で子供たちが

いろいろな体験発表をしてくれるわけですけれども、この町のよさ、本当にいろいろなこと

で気がつかないところを子供たちが発表してくれるわけですけれども、なぜこの町に住みた

くないのかな、東京へ出てみたい、静岡へ出てみたい、横浜へ出てみたいという気持ちはわ

かるんですけれども、何でここで来て働きたくないのかな、親と一緒に住みたくないのかな

ということを私感じたわけです。 

  やはりその子供たちの親たちにちょっと聞いてみると、いいよと、若いうちは外へ行って

勉強なり仕事なりしてこいよ。俺たちがぐあいが悪くなったら見てくれよと。現状も今もそ

うだと思うんです。これからもそうだと思うんです。本当に家族、お父さん、お母さんを置

いて地方へ行く。そして、間がよければ近隣の市町に結婚をし家を建てて、実家があるにも、

ともかく近隣の市町へ移住をしてしまう。これでいいのかなと、本当に思いますよ。 

  そういうことで、ちょっとそれとは別に大変こう新聞のいい記事が、１月30日の朝日新聞、

ちょっと聞いていてください。大変こういい新聞記事がありました。それは何かというと、

金では再生しない。地方からまちづくりをテーマにした自主上映映画が日本各地でロングラ

ンを続けている。地域の町おこし「降りてゆく生き方」ということですね。この６年間ロン

グランを続けているわけですけれども、主演の武田鉄矢さんからは、この映画が売れる要素

は全くなかったと。しかし、現在10万人以上の方が見られておられる。配給会社は使わずに、

宣伝も一切使わずに口コミで広げている。もともと堺屋太一さんの小説を下敷きに団塊の世

代が退職して地方の商店街を再生するという前向きな映画にするつもりでしたと。 

  そういう中で、この記事を見て一番感じたことは、お金につなげるのがうまい人はもうか

るが、地方をあまねく元気にする力はない。お金で町を何とかしようとしている限り、地方
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は再生しない。お金がなくても楽しく暮らせる環境をつくるのが、大変行政は下手だよと。

しかし、これからは行政だけではなく、町民、住民が一つにならない限り、町は再生しない

よと。 

  それで、この新聞記事の中にも、先般、研修に採用した島根県の海士町、それから徳島県

の神山町、それから長野県の小布施というところでも上映をされ、大変こうロングランでこ

の映画が見られておられる。やはりその町は大変元気になっておるなというところですけれ

ども、この新聞記事を読んで交付金がついたから、申請をしたから交付金がついた。しっか

りと、やはりこの町の創生をしていくことをぜひお願いをしたいなと。 

  これは町長以下職員だけではなく、議会だけではなく、町民の意見を多く聞く中で、委員

会を立ち上げる中で、町長のパターンではないですけれども、町長、いろいろな方の、多く

の学識者にお願いするわけですけれども、それ以上に地域住民の声を聞く場所をぜひ設けて

いただいて、創生をお願いをしたいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱりこれから町が生き残るためには、飯田議員が言ったように、

これはもう絶対必要不可欠でございます。これがない限り、町は生きていけません。やっぱ

り金ではなく人、これはもう飯田議員の言うとおりでございますし、それに沿った中でまち

づくりはやって。だから、自分では基本的に地方創生が国がやっておりますもので、この27

年度における総合戦略、これが大変重要になってくると考えております。 

  そういう中で、やっぱり総合戦略会議の中には幅広い人を入れた中で、この東伊豆町の行

く末を決めていきたい。さらに飯田議員、稲高のことを言いました。やっぱり97人中５人し

か、将来的にはこの町に帰ってこない。たしか私、もっと半年前にちょうど稲小の子供たち

のところへ行ったことがあって、表敬訪問したときに、この稲小の３年生に聞いたら、もう

うちの町へは帰ってくる子は、誰も手を挙げなかったことも聞いております。やっぱりそれ

は非常にショックでした。 

  そういう中で、やっぱりこの地方創生の中では東京一極集中、これはうちの町だけの問題

ではありません。これはもう全国的にも地方創生、少子化の中で東京一極集中がこういう事

態を招くので、それを解消するためにこの日本創成会議が一つ提案されたことだと考えてお

りますもので、当然その総合戦略の中で、この町が生き延びるために将来的にはうちの町へ

帰ってくる、そういう戦略をとらなければならないと考えております。 
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  そういう中で、町民の声を聞くことはもう絶対必要不可欠でございますもので、その辺は

十分そういう声を聞くような方向でやっていきたいと思います。 

  さらには、これは本当に議会だけの問題ではなく、行政だけの問題ではなく、町民挙げて、

この東伊豆町が未来永劫生き延びていくことをこの27年度中にやらなければならないと考え

て。ちょうどこの少子化やっている増田先生の講演に行かせていただいて、とにかく二、三

年何もしなければ消滅しますよと。二、三年のうちに手を打てば、その消滅する機会はない

ですよと。増田先生がはっきり言いましたもので、やっぱりこの二、三年がこの東伊豆町が

生き延びるために大変重要でございますもので、その辺はもう十分、皆さん方と知恵を出し

合って、この東伊豆町をやって末永く残すような方向でやっていきたい、そういう考えでご

ざいますので御理解を願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で飯田さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、11時10分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時５４分 

 

再開 午前１１時０８分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、２番、内山さんの第１問、経済対策等についてを許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは、私は質問については３問通告してありますけれども、御答

弁については一問一答でお願いいたします。 

  まず経済対策についてですけれども、観光流動人口や宿泊客の減少を食いとめるための方

策として次の点を伺います。 
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  まず第１点目は、稲取温泉の観光スポットとして、また町民のコミュニティの場としての

公衆浴場の建設の考え方は。 

  それから２番目、外国人旅行者が増加しているが、この機会に重点的に誘客対策を講じる

考え方は。 

  第３点目は、ふるさと納税制度を通じて産業振興、それから地場産品の開発・販売をする

考え方は。また観光振興、観光客誘客に積極的な活用をする考え方はあるのかどうか。 

  その辺について町長に伺います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第１問、経済対策等については３点からの質問となってお

りますので、順次お答えいたします。 

  １点目の稲取温泉の観光スポットとして、また町民のコミュニティの場として公衆浴場建

設の考えについてですが、内山議員には、以前にも一般質問において答弁いたしましたが、

現時点におきましても観光関係者や地元住民の皆さんから公衆浴場に関する要望等が寄せら

れず、当施設の整備を図ることは考えておりませんので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の外国人旅行者が増加しているが、この機会に重点的に誘客対策を講じる考

えはについてですが、人口減少や高齢化の進行により、国内観光需要の低迷が予測される中、

インバウンド観光の推進は地域に観光収入の増加をもたらし、雇用機会の創出や地元企業等

の成長など地域の活性化に大きく寄与することが期待されます。 

  また、長期に及ぶ円安基調に加えビザの発給要件の緩和等により、当町における平成26年

の外国人観光客の宿泊者数は6,728人で、前年に比べ1,792人、33.6％の大幅な増となりまし

た。 

  特に、その約６割が台湾からの観光客で占められており、昨年の台湾へのトップセールス

に続きまして、５月には伊豆半島７市６町の首長による台湾プロモーション事業が予定され

ており、さらに伊豆観光推進協議会が主催する台湾の大学生による長期インターンシップ制

度を活用して、半年から１年にわたる町内のホテル・旅館への受け入れを実施したいと考え

ております。 

  いずれにいたしましても、各市町におきまして個々に情報発信を行うのではなく、伊豆地

域が一つになり広域連携のもとで情報発信力とマーケティング力を強化していくことが重要
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であると認識しておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

  次に、３点目のふるさと納税制度を通じて産業振興・地場産品の開発・販売をする考えは。

また観光振興・観光客誘致に積極的な活用をする考えはについてですが、ふるさと納税制度

につきましては、寄付の推進を図るとともに、町内産業の活性化を目的とし、平成27年度か

ら寄付者に対しまして、特産品等を贈呈する方向で現在準備を進めておりますが、ふるさと

納税の趣旨にのっとり、余り過剰なものにならないよう考えております。 

  御礼の品につきましては、町の特産品並びにサービスを予定しておりますので、御質問の

産業・観光振興・観光客誘致につながるものと考えております。 

  また、地場産品の開発・販売につきましては、町で行うことは考えておりませんので、御

理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 今コミュニティね、観光スポットとコミュニティの場所としての公衆

浴場等については考えはないというようなことですけれども、私は何度もちょっと申し上げ

ているように、やっぱり有名な観光地、温泉地については、シンボルであったり、象徴的な

公衆浴場というようなことが必ずあるんですね。例えば、道後温泉にしても、それから草津

温泉にしても、それから九州の指宿には砂風呂だとかで有名なわけですけれども、当然露天

の風呂もあります。 

  そういうことで、温泉地の自治体として観光の将来を考えたときについては、やっぱり健

康を継続する上で不可欠なものかなと、そんなふうに私は絶えず考えているわけですよ。町

長の考え方も、管理の問題というようなことがありましたけれども、私は従来からやっぱり

ここにお客さんをとどまらせるというようなことでの意味では、当然、今の公衆浴場、実際

銭湯が一軒もなくなってしまったわけですから、そういうことの必要性を観光だけでなくて、

やっぱり住民のコミュニティの場所としても当然必要かな、そういうふうに考えて、何度も

何度も町長に質問をして迫るわけですけれども、それは本当に、町としても、何度も何度も

ということでしつこいなということがありますけれども、私はそういう考え方が、これから

の観光地としての発展、それから住民のコミュニティの場所として当然必要なものかと思い

ます。 

  そこで一つの提案ですけれども、今、文化公園の中に足湯がありますよね。それから、温

泉も引かれているわけですよ。そういう中で、一つの例として文化公園に公衆浴場といいま
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すかね、そういうものが建設をできればなというような、そんな考え方をしてみたらどうか。

それで、そこの敷地については、温泉街の中心地でもあるし、現在、雛の館があります。そ

ういう点で、そういう雛の館と、それから温泉場との連携も十分にとれるというようなこと

がありますから、そういう中で、一つの例として文化公園の中に足湯をつくっていくことが

できればなと、その延長線上でできればというふうなことを考えています。 

  それから、地区に一軒も銭湯がなくなって、実際釣りのお客さんだとか滞在のお客さん、

そういう人、それから住民にも不便はかけているような、実際に銭湯がなくて家のリフォー

ムだとか、そういう人等に銭湯がなくて河津まで行ったとか、そういう声も実際何度か私聞

いております。そういうことで、公衆浴場といいますか、それから地元の人たちには共同浴

場といいますかね、昔よくありましたですね。そういう今でも、これは一つの例で北海道の

夕張あたりの例ですけれども、入浴料が420円で、市営の公共の浴場で今１日置きの営業に

なってしまったんだけれども、４時過ぎれば大勢の皆さんが風呂にやって来て、今でも足湯

のところには地元の方が大勢いらっしゃったり、それから観光に来たお客さんが和気あいあ

いと話をしているような状況があるわけですね。そういう点で、やっぱり人間関係、それか

らそんないろいろな部分を考えると、そういうものが１つあってもいいのかなと。 

  それともう一つ、旅館さんが入浴をさせてくれますけれども、実際にちまたの声を聞くと、

どうしても敷居が高い。それから入浴料等についてもまあまあありますけれども、1,000円

のところもあるし、500円のところもありますけれども、そういう中でなかなかやりにくい、

行きにくいといいますかね、敷居が高いといいますか。そういう中で、この間この質問をす

る前に、町長にもちょっとお話ししましたけれども、稲取のおばさんが、「内山さん、ここ

のほかの熱川地区にはさ、共同風呂があるにかかわらず、稲取にはどこもない。わしが町長

にもちょっと話をしたよ」というようなこともちょっと聞いたりして。本当に地区の皆さん

がこの間はおばさんだけですが、ほかの男性の方にも、ぜひそういうものを地域に、この稲

取地区に建ててほしい。 

  そういう中で、管理の問題は町長言いますけれども、できれば私は管理運営については公

設で建設をして、それから運営は民営にするにしても、公募をして指定管理者とかそういう

ものを求めていくようなことになれば、奈良本のけやき公園だとか、そういうもののやり方

と同じように指定管理をして一部やるような方法だとか、公募すれば運営する方が出てくる

可能性というようなことが十分あるのかなと、そんなふうに考えます。 

  これは今、突然ではなくて何度もお話ししますから、町長も頭の中に十分入っていると思
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いますけれども、そういう管理の方法を考えながら、ひとつそういうことも考え方をお願い

できないかなということです。 

  それから、２点目の外国人旅行者の増加の関係ですけれども、これは町長からもお話があ

るように、実際に昨年1,300万人以上ですね、外国人が来て、中心的には台湾の方、それか

ら中国の方、韓国の方、そういう方が約300万人近くの皆さんが来ているわけですね。それ

で、静岡県のほうに県内に宿泊する人たちは、全部で2017年度は87万人、そういうものを

2017年に目標にしているということで、それぐらいの数の方がお見えになるというようなこ

とがあります。町長、またオリンピックだとかということの2020年ごろのお話に先に進んで

はっているんだけれども、私はそういうことだけでなくて、今は富裕層が来ていますけれど

も、間もなくすると中ぐらいの所得者が来て、新興国のタイだとかベトナムとか、そういう

ところについても来日が期待できるというようなことで考えております。 

  それで、稲取地区の観光客、東伊豆の観光協会が町歩きを楽しんでということで、稲取温

泉グルメ作成ということがありますけれども、グルメですね。これは現在売り出し中の８カ

所のお寺さんだとか、あるいは食事どころ、それから史跡だとか旧跡だとか、そういうもの

をつくったマップがあるんですね。そういう、実際に外国の方がいらっしゃっても日本的な

要素があるような、今の寺院だとか仏閣だとか、そういう名所旧跡、それからやっぱり食べ

物、ここにもありますけれども、外国から来るお客さんについては、まずは一番初めに人気

があるのは日本食を食べること、それから次いで自然だとか景勝地の観光、それから繁華街

のまち歩き、温泉の順、それから地方のショッピングというようなことについては、大都市

にかなわないけれども、今、私が言ったように地方には地方のよさといいますかね、地方の

いろいろなものがあるんですね。そういうことを活用した中で、観光客を誘致していくとい

いますか、特に今の台湾、中国の方、朝市あたりで土日にありますけれども、そのときにも

大勢の方が、顔は私どもと余り変わらないで同じような顔しているわけですけれども、お話

をしたり、それから買い物をするときには、これはどこの言葉かなということで、中国語を

しゃべるとか、韓国語しゃべるというような、ハングルをしゃべるというようなことがよく

あります。そういう点で、この辺のところの取り組みをもう少し具体的な形にしていくこと

ができればなと、そういう方策をもう一度どういうふうに考えているかというようなことを

お聞きします。 

  それから、３点目のふるさと納税についても、前回の町長のほうの、私、町長が言ってい

る理念は十分わかるんです。それで、いずれにしても、ふるさと納税の関係は、私、基本的
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なスタンスということは、地域の活性化というようなことと財源の確保と、それからその財

源を確保した分で住民サービスができるというようなことを考えているわけですけれども、

そういうことの中ですばらしい制度だと思うんですね。それから、観光客、観光振興だとか

誘客にも宣伝になるし、それから地場産品の開発・販売、あるいは地場産業の振興にあわせ

てうまくできる制度なのかな。それゆえ実際には全国的な大きな広がりが出ていると思いま

す。 

  そういう中で、いろいろな反響もあったりすること、今５億も超えているようなところも

あるし、そういう中で、国も27年度から所得税と個人住民税から控除できる控除額の上限を

２倍に引き上げて、政府のまだもっと拡充を図るというようなことの方針を構えております。

そういう中で、実際に西伊豆町が昨年１億、また今年はもっと多くなったと思うんですけれ

ども。そういうものを見習う。町長は前回のときに西伊豆は余り見習いませんよということ

のお話もあったんですけれども、私は見習うことのほうが賢明かなというような感じもする

し、それから専従の職員も置かないということでしたけれども、できれば町長、余りそうい

う部分ではなくて、もう少し、私、町長、言っていることは十分わかるんです。このもう一

つのものの中に、この間、余り変な格好のものがあって、この間の新聞に高市総務大臣が、

節度を設けてふるさと納税のことを考えなさいというようなことを言っているわけですね。 

  それには、一つは具体的な例として、いろいろな特産物だとかレパートリーだとか、そう

いうものは当たり前なんだけれども、具体的な例でいうと、300万円の寄付で130万円のコー

トをお返しするとか、あるいは300万円の寄付で牛１頭をやるとか、そういう異常に何だか

よくわからないような、そういうものになってしまってはいけないよということで節度を設

けて対応しなさいということもあるわけですね。そういう点で、町長も言っている納税の趣

旨から逸脱するような高額のものだとか換金性の高いものについては、税務上の問題も出て

くると思うし、そういう中でやめてほしい。そのかわり、今の町に貢献する格好のことがあ

った場合については、上限を２倍に引き上げるような、控除制度も設けますよ。そういうこ

とをうたっているわけですね。 

  そういう中で、私は、一つはこの制度はやっぱり税金でないのですね、寄付ですから。交

付税にも減額に影響もできないし、例えば１億円が集まれば、仮に地場特産物を半返しにし

ても5,000万円が残って、それが住民サービスだとかそういうものにはね返ってくれば、財

源として、それは一つのいい方法かな。納税制度としては、ふるさと納税制度というのは良

策なのかな。そういうふうに私は受け取っています。十分、町長の言っている理念もわかる
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んです。だから、わけのわかんないような形の中で、やっぱり地場の地域経済をよくするた

めの地場産業をこうするとか、あるいは地場産品をたくさん売ってもらうとか、あるいは開

発するとか、ホテル・旅館に来てもらうとかというのは、そういうものの努力の中でやって

いくことについては、十分今後もお願いをしていきたいというようなことで考えております。

そういう中でよろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目の公衆浴場、これはもう再三再四、内山議員とこれは一般

質問の中でやった中で、もう何回も言っています。建物を建てるのはわけないですけれども、

あとの管理、これが大変かかるもので、町としてはそれをやる気はないというような。今１

つ提案、２つの提案があったので、建物を建ててから指定管理者をやったらどうかという中

で、自分自身は建物を建てても指定管理者は来ないと思っています。 

  そうなると、この建物自体が、公衆浴場自体がもうお荷物になって、基本的にはもう相当

の日帰り温泉の市営でやっている、町営、自治体でやっているものがある程度お荷物になっ

てくることを聞いておりますもので、今、内山議員が提案した建物を建ててから指定管理者

にしたらどうかという中で、これはちょっと自分はいかがなものかと考えています。 

  そういう中で一つ、一番いい例は、ある自治体におきまして、指定管理者もする中で指定

管理はできないという中で苦労しているところもあるではないですか。そういうことがあり

ますもので、基本的には完全にこの建物の維持管理は私が見ますと、もう指定管理でやりま

すよという中で、そうなれば町はもうそういう要望があるならばそうやってもいいと思いま

すが、維持管理のことを考えると、やっぱり町としては将来的には必ずお荷物になると私自

身は考えておりますもので、その辺は今の現状ではもうやる気持ちはないというのは、もう

再三再四言っています。 

  それに今、文化公園のことも言われました。当然そういうことが出てくれば、それも一つ

の案でしょう。しかし、文化公園も、一応取り決めがありますもので、その取り決めはまた

いろいろ改正をした中でやっていきたいと、それは考えております。 

  あくまでも建てた後、維持管理はやりますよと、そういうことが出てきたら、町はこれは

考えていきたい。これはもう考えは変わりませんもので、その辺は御理解願いたいと思いま

す。 

  次に２点目の外国人旅行、これは本当にもうこれからは国内のパイが決まっている以上は、

もうこれはある程度外国人のほうに目を広げなければ、この観光地としては成り立っていか
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ないということはもう目に見えております。 

  そういう中で、その客層をやっぱり基本的にはうちの町にも、とりあえず富裕層を狙って

いきたいと考えています。というのは、２年目ぐらい前かな。別府へ行ったときに、低所得

者の中国人が来たもので、これはもうさんざんな目に遭ったということを聞いております。

だから、基本的にはまず富裕層をやった中で、そこで中産階級まで、それはいいでしょう。

しかし、低所得者に対しましては、町としては受け入れる気持ちはありません。基本的には

もう別府がいい例でございます。いつも実際、別府へ行ってその状況を見てきましたもので、

その辺はもう外国人だから誰でもいいよということは、気持ちは考えておりません。そこだ

けは理解していただきたい。 

  そしてまたさらに、今、壇上で、台湾ということになっております。明後日も、台湾のエ

ージェントの方が伊豆半島を見に行きます。その中で話し合いを金曜日の夜、ちょっと下田

のほうで話し合いするもので、それには私は観光協会と行った中で、そういうやつはやって

いきたいと考えております。 

  さらに、当然台湾、台湾ではなくて外国人に対する町におけるサインも大変重要になって

きますもので、その辺はいろいろな中で補助金とか、その中で整備していきたい、そういう

考えでございます。 

  基本的にやっぱりこれからはインバウンドに力を入れなければならないなということは考

えておりますけれども、先般の地方創生の補正予算の中でもインバウンド対策事業として予

算化したのがありますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらには、ふるさと納税に関しましては、本当、私は再三、過剰サービスはいかがなもの

かという中で、これは大変いい制度でございます。ふるさとを思っている中で、本当にふる

さとのことに対しまして、ではこれを使ってくださいと、純粋に考えて、これは本当に大変

いい制度でございます。 

  そういう中で、たしか地場産品の啓発とかいろいろな面で、それと財源確保、これも一つ

のあれですよね、大変財政厳しい中で、この交付税には算入されないと聞いておりますもの

で、それが当然加味しなければならないかと考えておりますもので、新年度予算におきまし

ては、多少上げさせていただきました。 

  さらに言ったように、過剰サービス、今、内山議員が言ったように、総務大臣が言ったよ

うに、我々も町長会のほうで県の自治局長から、ふるさと納税に関しまして過剰サービスと、

こうならないように気をつけてほしいということは言われておりますもので、その今言った
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ように300万で130万、私どもは一切考えておりません。ある程度、案として要綱をつくって

おりますもので、その要綱の案につきましては、総務課長から答弁させますけれども、ただ、

ある程度、自分自身もふるさと納税の過剰サービスさえなければ、やっぱりこのふるさと納

税、ましてや新年度から２倍になりますもので、この辺は町として対応していかなければな

らないなと考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 内山議員のふるさと納税の関係ですが、現在ふるさと納

税の記念品贈呈事業実施要綱というものを今作成をしておるところでございます。 

  内容につきましては、やはりふるさと納税寄付の推進を図るとともに町内産業の活性化に

寄与することを目的としてございます。 

  東伊豆町へ寄付を行った個人、または法人の方に対して記念品を贈呈するというような内

容になってございます。 

  記念品につきましては、１回当たり寄付金額が１万円以上の寄付者に対し記念品を贈るこ

とと今現在検討しております。 

  これにつきましては、先ほど町長の答弁にもありましたように、特産品及び権利、サービ

スということで旅館の、例えば旅館・ホテルの宿泊券、あるいはダイビングの利用券とか、

例えば遊猟船の利用券とか、そういうようなものも一応今現在は考えております。 

  金額につきましては、１万円から２万円未満につきましては、記念品の相当金額といたし

まして3,000円程度、２万円から３万円未満のものにつきましては6,000円、３万円から５万

円未満のものにつきましては１万円、５万円以上のものにつきましては２万円ということで

現在検討をしている最中でございます。 

  以上でございます。 

○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） 今、１番目の観光スポットだとかコミュニティの場所としての公共の

浴場、それについてはたびたびの質問であれで、町長も管理さえしっかりすれば、建物を建

てるのは簡単だよというようなことの話がありました。今日、このテレビを見ている方はぜ

ひ要望を上げていただいて、町長、要望があれば考えるし、それから管理者がちゃんとして

いれば要望に従いますよということを言っているものですから、また見ている方たちはぜひ
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そういう要望、御意見をお寄せをいただいて取りまとめをまたしていくようなことも考えて

みたらどうかと思います。 

  私、文化公園が、一つは例になったのは、旧東海ストアの跡地で、そこに石原町政のとき、

歴史だとか郷土文化だとか近代的な文化、そういう芸能だとか文化会館を建設して考えてい

きたい、そういう言葉があったわけですけれども、維持だとかそういう問題で白紙になった

格好があります。 

  本当に「もしも」は問題がありますけれども、一応そのときの温泉地の中心街に文化会館

が建設されて、仮にいたとすれば、例えば今、文化会館の機能だけでなくて、文化会館、こ

の地域の郷土の歴史だとか、あるいはいろいろな文化、芸能というようなことの機能を持っ

た文化施設だけではなくて、例えば観光会館、今盛んに稲取の旅館組合あたりもそういうも

のが欲しい、観光会館的なものが欲しいだとか、あるいはそういう中で、ひとつ公衆浴場も

設置をするような格好になれば、確かに今の文化会館の敷地だと、すり鉢状になっています

から、なかなかお客さんに、例えば露天風呂をつくるといってもなかなかできるようなこと

がないんですけれども、そういう文化会館等があって、そこに併設するような建物があれば

一緒にできてしまうのかな。そういうことを考えると、一つ惜しかったのかな。 

  実際に維持管理の問題が大きくありますけれども、併用して文化会館だけではなくて観光

会館だとか公衆浴場だとか、そういう地元の人たちも、観光客も集まるコミュニティの場所、

そういうものになったらな。例えば、飛騨の高山だとか、そういうところにはお祭りの山車

を展示するような会館があったり、あるいは佐渡の場合は、おけさ節を踊ったりする演芸場

といいますかね、そういうふうなものがある。あるいは、いろいろな文化を展示するような

ところがあるわけですね。そういうものと同じような形のものがあって、地域の住民のコミ

ュニティだとか、あるいは観光客の誘致につながるものがあることが、一つのにぎわいの可

能性を大きくしていくのかな。そんなことを考えると、今は会館がありませんけれども、そ

ういうこともあったら、もし仮定とすると、そういうことも考えたのかなとこういうことが

あります。 

  それで、もう一点、そこを今、すり鉢状のところで一つ大きな問題があるとすれば、今度

のもう一つの提案ですけれども、地形上で無理であれば、景観がいいどんつく通り、どんつ

く神社ですね。あそこにあれば本当に景観がよくて大島だとか全部見渡せるし、それから露

天風呂だとかそういうものもできてくるのではないかと思います。それで、隣接するどんつ

く神社等についてはどうするかといったら、温泉場のほうに移転するとか、そういう措置を
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とる形のもので、公衆浴場というようなことを考えてみるのも一つの案なのかな。 

  これは、町長が要望があれば、またそれから管理者があれば考えていくよというようなこ

との中で、もう一回考えていく中で、皆さん、地域の皆さんだとか、これからまた観光業者

の方々ともいろいろお話をしながら、今の文化会館の使い道だけではなくて、そういう可能

性のあるところを考えていくことが観光振興にもなるし、それから地域の人のコミュニティ

の場所としての共同風呂になるのかな。そういうふうに受け取っておりますので、ぜひこの

辺については、町のほうでも、町長、先ほど言ったように、有名な温泉地については必ずシ

ンボル的な象徴になるような公衆浴場等あります。そういうことも含めて、再度御検討を願

いたいと思っています。 

  それから、第２点目の外国人旅行者の関係ですけれども、私はこの際、町長、裕福層とい

いますかね、そういう人がターゲットで、とりあえず低所得者とかということはターゲット

にしないということですけれども、ほかのところの例で余りよくない事例があったというこ

ともありますから、それも十分わかります。私もだからいきなり低所得者というか、中くら

いの所得者層に今後、2020年のオリンピックではなくて、もう少し早目の中で、今せっかく

大勢来ている外国人、お金も１人の方が15万ぐらいを使うというようなことを言っているわ

けですね、滞在する日程の中で。そういうことを考えると、これを１つは、地方創生の経済

的な部分で考えたときには、外国人客を地方創生の力にすることも必要かなと。定住人口の

増加が厳しい中、難しい中、交流人口の増加は、地方にとっては、私どもの町にとっても活

性化の大きな力になると思うんですね。 

  また、後ほどの第３点目の中で地方創生の関係のところに一部触れますけれども、できれ

ば今外国人観光客について地方に誘導する政策、そういう手っ取り早いことが地方創生につ

ながるのかな。そういう中で、後ほど諮問する地方創生の中の経済分野の中で、そういうも

のを取り組むことをお願いをしていきたいというようなことで考えます。よろしくお願いし

ます。 

  それから、ふるさと納税については、町長とやり取りを何度もしているわけですから、十

分、私も先ほどは総務課長のほうから、一つのうちの町の今メニューといいますか、そうい

うものと金額的なことの話がありました。いろいろな角度の中から地場産品のことからホテ

ルの誘客の件だとか、そういう飲食の部分で使えるようなもの、そういうものも含めて、寄

付していただいた約３分の１ぐらいの額を見返りにあげていく。そういう中で、１つはこれ

を使って積極的にやっていただければと思っています。 
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  何度も言っているように、地域の振興の起爆剤になるというようなことですから、できれ

ばもう一点聞きたいんですけれども、専従の職員を置く形をとれるのかどうか、その辺につ

いてはもう一度伺って、これらについて質問を終わりたいと思っています。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目の文化公園に建つ文化会館、今、自分自身はこれがなくて

本当によかったと思っています。基本的には今各自治体が困っているのは、この箱物の維持

管理をどのようにするかというのが大変苦労している中で、数年前、この文化会館の計画が

あったときに文化会館を建設しなかったということは、東伊豆町にとって大変よかったと思

います。今、この行政を預かっている者として、この箱物が各自治体どんだけ苦労している

かと考えれば、文化会館はなかったということで大変ありがたいと思っているのが今の現状

でございます。 

  そういう中で、いろいろなこと、観光会館的なもの、これも私は今必要かなとは考えてお

ります。基本的にはちいさなそういう事務所とか、そういうものが入るものは必要ですけれ

ども、大きな観光会館的なものは現在いかがなものかと考えています。 

  それと今各温泉というようなことを言いました。これ長い歴史があるんですよね、草津、

道後温泉。そういう中で温泉を利用している。うちの町、残念ながらそういう歴史というも

のがありません。これからつくっていかなければならない中で、やっぱりつくったからとい

っても歴史、道後とか草津、そのような温泉になるとは私は考えておりませんもので、その

辺は理解していただきたいと思いますし、先ほどから再三言っているように、建物をつくる

のはお金は厳しいけれども、それはわけはない。あくまでも維持管理に対しましても懸念し

ておりますもので、その辺は十分考えていただきたいと思います。 

  さらに、外国人旅行、本当、町は台湾とかそういうところ、町の観光協会のやっぱり東南

アジアのタイとか、そういうことも考えておりますもので、これをお互いに話し合いをした

中で、そういう方向にもやっていきたい。それはもうやぶさかではありません。町は台湾と

言っておりますけれども、町の観光協会も、タイとかそういう東南アジア方向も狙っている

ならば、それはお互いにそうした中、話し合いをしていきたい。しかし、基本的には現状で

はやっぱり低所得者は考えておりません。 

  さらに、観光は、外国人が15万、結構高額のお金を使うといいますけれども、基本的には

今、町の現状をちょっとお聞きしますと、ほとんどいかないそうですよ。基本的にはこうい

うお金は首都圏の大きな東京、そういうところで大きな買い物をするためにお金は使うけれ
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ども、やっぱりこういうところに来るとなかなかひもはかたいようなことも聞いております。

そういう中で、そういう大きなお金を持っている方に、いかに地方でお金を使わせるか、こ

れも一つの地方創生の中で考えていかなければならないと考えております。 

  さらに、ふるさと納税制度、これにつきましては、本当にかたくなに私は拒否していたの

は、やっぱりこの過剰サービスはいかがかという中で、再三再四、余りやる気はないという

ことは言いましたけれども、やっぱり地元の商店というか地場産品の啓蒙、さらにはこうい

う財源が厳しくなってきて、今非常に財源確保の一角もありますもので、だから、その辺は

多少方向転換した中で、27年度におきましては、ふるさと納税に対して少し力を入れていき

たい。 

  しかしながら、専従の職員を置くことは考えておりません。基本的にはなかなか職員が大

変厳しく、行財政をやっていかなければならない中、ふるさと納税の専従職員、人を置くと

いうことは大変今、町を預かっている中でも、いかに行財政やっていくという中で、なかな

かそれは考えて置くことはちょっと財政的にも厳しいもので、現状では専用職員を置く気持

ちはありませんので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、医療・介護施設の充実を許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） ２問目の医療・介護施設の充実については、高齢化の進展で介護等の

必要な町民が増加している、その対策について次の点を伺います。 

  まず特養、特別養護老人ホーム等の建設計画を町で立案する考え方は。これも前回も同じ

ような質問ですけれども、高齢化がますます進んで、当然町の人たちがどうしてもそこに行

くような施設が必要と思われるものですから、再度またお願いします。 

  それから、２点目の伊豆東部総合病院の新病院の建設が遅々として進んでいないが、本当

におくれているような状態ですね。これも町長のほうの中で、施政方針の中でもありました

けれども、努力はするということですけれども、どういう努力をしているのか。それから、

私、一番心配するのは建設の中止があるのかどうか、入札の不調だとかということも言えま

すけれども、そういうことを含めて御回答をお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第２問、医療・介護施設の充実については２点からの御質

問ですので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の特別養護老人ホーム等の建設計画を町で立案する考えはについてですが、特

別養護老人ホーム等の施設整備につきましては、介護保険事業計画の中で検討することにな

っており、平成27年度から平成29年度までの第６期の計画につきましては、先般、行われた

高齢者の保健福祉計画策定委員会において策定したところであります。 

  第６期計画につきましては、人口推計による認定者数の見込みや特別養護老人ホームの入

所待機者数の推移、さらには、在宅系サービスでありますが、小規模多機能型居宅介護事業

所を、この３月に指定したことにより効果があらわれるのが第６期からであることなどから、

第６期の期間中の３カ年においては、特別養護老人ホーム等の施設整備は行わないことにい

たしましたので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の伊豆東部総合病院の新病院建設が遅々として進んでいないように見えるが、

建設の中止はあるのかについてですが、伊豆東部総合病院の新病院建設につきましては、施

政方針の中でも触れましたとおり、本年１月14日に、経営母体である茅ヶ崎市の医療法人康

心会を訪れ、早期着工を申し入れてきたところでございます。建設につきましては、計画に

いささかの変更もないとの回答を得ており、12月議会でも内山議員の御質問でもお答えした

とおり、公共工事を初めとする環境好転の様子を見ることとなると伺っております。 

  しかしながら、町民9,392名の要望を重く受けとめ、また康心会にも理解を示していただ

いていることから、引き続き、早期建設に向けた要望活動を継続していきたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま２番、内山さんの質問中ではございますが、この際、午後１

時まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時５２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  午前に引き続き一般質問を行います。 
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  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） まず１番の特養等の関係ですけれども、これは先ほど町長のほうから、

27年に福祉計画を立てている中に特別養護老人ホームの計画は入っていないということで今

回答願いましたけれども、グループホームあたがわのほうで確かにやっていただいて本当に

ありがたいことだと思います。 

  そういうことの中から、私はちょうど団塊の世代が、今ちょうど前回のときに特養に待機

の人が62名ですし、県の指針で入居待ちの人は７名ということで御回答を得ています。 

  それが現在ではそういう中であるんですけれども、私考えるのは、これから10年後を考え

ると団塊の世代の方が相当多くいらっしゃいます。そうすると、今の待機者が３倍ぐらいに

なってくるのかなと。３倍以上、例えば300人になるのか、そこらの点も考慮していかなけ

ればいけないのかなと。そういう点で、できれば計画的に今から、今27年度の中には入れな

いんだけれども、何年先ごろにそういうものを計画していくのかどうか。住民の方に見える

ようにしていただくことが必要かなと思うんですね。 

  だから、前のときは、介護保険だとかそういうものが上がるということで、住民の御理解

も必要だということですけれども、私が考えるのは、住民の介護保険等の御理解もそうなん

ですけれども、実際にこれから今潜在的な皆さんの中に団塊の世代が10年後もたつと相当多

くなる。そうなったときのことを考えて、それらの計画についてもう少し丁寧に住民にわか

るといいますかね。その対応については、何年ごろに特養だとか、あるいは老人ホーム、そ

ういうものを考えていくというようなことを示していただければと思っております。 

  それから、何度も申し上げるように、そういう特養等も今黒字のところもあるし、あるい

は赤字の関係の施設もあります。そういう点で、前回も出ましたけれども、町の遊休土地、

そういうもの、１つは例えばアスド会館のことも、この間も話もしたり、あるいは白田の百

山荘の関係のことも無償で譲渡して、皆さんが手を挙げるといいますか、建設について、そ

ういう条件であればやっていけますよというようなことを言われるような格好の条件を考え

てあげたらどうかと思っています。 

  それらは、今後、先ほど言ったように、27年度の計画にはないけれども、何年ごろこうい

う計画を町として考えていくということがあれば、そういう手を挙げる施設の方も、町のほ

うにも御相談といいますか、そういう形のものがあるではないかと思います。そういう点で、

ぜひ将来的な計画を、見込みを考えてやってもらいたいと思っています。 
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  それから、２点目の伊豆東部総合病院の関係ですけれども、今、私、建設の中止が心配だ

ということで質問しましたけれども、町長は中止についてはまずあり得ない、そういう答え

をいただきました。 

  そういう点で、私がはたで見ていますと、ちょうど今井浜の病院が、また東急建設が一緒

になって増設といいますかね、敷地を広くして充実した病院にしているようなことを見てお

ります。そういう点で、延々としておくれているやっぱり伊豆東部総合病院については、み

んなが気になるところで。それで、一つは入札が随分不調だということがあるわけですけれ

ども、今大手のゼネコンが入って何度も、もう３度も入札が不調になっている。そういうこ

とで成立しないということであれば、町長、何度もおっしゃるように、町の住民の方の悲願

といいますかね、9,300人の方の署名があって本当に拠点病院として必要だということをつ

ぶさに感じます。そういう点で、でき得れば、これは大手の企業と地元の企業、地元の建設

業者といいますかね、そういうところがジョイントを組むような形も一つの方法ではないか

と思うんですよね。 

  それは、病院はその早期に完成させる上で、町が土地だとかそういうものについても交換

だとか、そういう形のもので無償譲渡だとかそういうこともあったわけですけれども、でき

得れば、地元の業者も入れた中で入札を成功させるといいますか、それには、入札について、

町がある程度関与といいますか、助成をするとか、そういうことももしでき得れば、病院が

もう必要なことはわかっているわけですから、そういう中で病院は必ず建てるということを

考えていただくための一部助成策だとか、そういうもの。例えば入札の差金みたいなものが、

大手のゼネコンとその話し合いをする中で、できればなというようなこともちょっと考える

わけですけれども、その辺について伺います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点は、計画の中で老人ホーム等、これは何年後先の推定、人口

推計、認定者数、もし事務局が把握していれば、事務局からやってもらうけれども、もしな

かったらまた後で内山議員に言います。 

  そういう中で、基本的にはこれ３カ年に１回見直しいたしますもので、当然３年後にまた

そういうことが必要であれば、町はある程度そういう中でこの保健福祉計画策定委員会の中

で上げますもので、その辺は御承知願いたいと思います。 

  基本的には、遊休土地の活用のほうもありますけれども、基本的には介護料にはね返って

きますもので、単純にその辺のまた理解がなければとてもできませんもので、やるときには
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当然皆さん方にこういう状況の中で介護料が上がってきますよということは、当然住民に周

知しなければこれはできませんもので、その団塊の世代のときにどうなるかということは、

またその辺の人口推計、認定者数の見込み、その点をやっていきたい。 

  今言ったように待機者が県のほうで７名ぐらいいるということはこっちも把握している中

で、今回この27年度から29年度までは必要ないという言い方、当町におきましてはやらない

ということを出したもので、３年間は一応つくらないと。 

  しかしながら、この３年経過した中で、さらに新しい第７期をつくるとき、そういう状況

になれば当然この福祉計画のほうに入ってきますもので、その辺は理解願いたいと思います。 

  次、２点目の伊豆東部総合病院、これに関しましては、やっぱり自分も内山議員が心配す

るように、これが中止になったら本当に困るなという中、１月14日に行ってきました。そう

いう中で、康心会さんのほうから、もう区のほうに説明してもらったし、当然一番重たいの

は町民9,000近くの署名がありますもので、中止はいたしませんとはっきり言いました。こ

れは延期という中で言っています。 

  そういう中で、内山議員が言ったように、今回確かに今井浜病院はできましたけれども、

全国的に見ますと、この入札不調、これ全国的に多いです、はっきり言って。ここだけでは

なく、ここだけがまた特別視いたしますけれども。基本的にはもう日本全国どこでもという

ところです。ましてや、ある県会議員に聞きましたら、うちの町も入札が落ちなくて困って

いるということも聞いております。それだから、全国的な問題でございますもので、町とい

たしましては、できるだけ今言ったように早期着工をお願いしたいということです。 

  そういう中で、いろいろ町のほうといたしましても、一応東伊豆町の業者とか、こういう

業者があるか、一応東部さんのほうから言っております。しかし、そこが進展しないのが現

状でございますもので、一応町もできるだけ早くしたいという中で、そういう紹介は一応賀

茂郡、その辺の業者、東伊豆町も入っています。一応業者を紹介してでもやっている中で今

不調に終わっていることだけは理解していただきたいと思う。 

  まずは、私が一番心配した中止ということは今全然考えておりません。何しろこういう景

気がある程度好転すれば間違いなくやるということは力強く言葉が、康心会さんから町は受

けておりますもので、その辺、町民の皆さん、この中継を聞いているならば、１月14日、康

心会へ行ったときには、康心会の理事長からは中止にはしない。町民9,000近くの署名は真

摯に強く重く受けとめておりますもので、これは景気が好転すればやりますと力強く言葉を

言っていることだけはお伝えしたいと思います。 
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  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま３カ年の計画の中の要支援の認定者の推計でござ

いますが、平成27年度は１号被保険者が731名、それから28年度が757名、28年度が796名、

平成32年の見込みが913名、それから平成37年につきましては1,010名という形で保険者を見

込んでおります。 

  そういったことで３カ年に一度の計画でございますので、次期計画、今回は第６期、平成

27年度から３カ年、29年度までですので、次期の計画になりましたら、そこでまた推計等を

して計画に盛り込んでいくことになりますので、御理解願います。 

○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） １番初めの特養等については十分わかりました。３年に１回変えると

いうことですから、その辺の見通しも何か広報か何かで見直しをまた図って団塊の世代にも

対応するような計画を考えていますよということでお願いします。 

  それから、東部のほうについては、今の説明でわかりましたけれども、もう一点ちょっと

何というか、総合病院でなくなって介護専門の施設だと、病院と重ね合わせて複合病院の建

設の運営をするようなこともちょっとうわさで聞いたりしましたけれども、その辺について

は、そういうことがあるかどうか、その辺の確認だけして、質問を終わりたいと思っていま

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） 私、今その介護複合病院、これは聞いておりません。当初行ったとき

にはやっぱり東部さんは一応総合病院と老健をやりたいということは言いました。しかし、

老健に関しては、ちょっと今、町は現状困るという中で、総合病院という中で進捗している

ような状況でございまして、そういう福祉的なやつの病院の複合ということは一切聞いてお

りません。あくまでも、今の現状の総合病院、一般病床、そういう病院であるということだ

けは自分は理解しておりまして、その変更は聞いておりません。 

  以上です。 

○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） 
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○２番（内山愼一君） ３問目の町長の政治姿勢についてですけれども、ここにあるように、

国が地方創生の指針を示しているが、その概要は。これら概要については、先ほどお話があ

ったようなことですから結構です。 

  また、町の少子高齢化と人口減少が進む中、人口の維持や定住化促進の方策について、こ

の辺についてお伺いいたします。 

  それから、２点目は、以前町長が選挙の公約でした、示した学校給食の無料化ですね。現

在は500円を援助しているわけですけれども、それが実現ができるかどうか、その辺をお伺

いします。 

  それと第３点目については、水道料金の値上げの答申が出されたが、現存の水道施設の整

備及び事業運営をどういうふうに考えているのかどうか。また、水道事業の将来展望につい

てかいつまんで御説明をお願いします。 

  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、町長の政治姿勢については３点にわたる質問です

ので、順次お答えいたします。 

  １点目、国が地方創生指針を示しているが、その概要は。また、町の少子高齢化と人口減

少が進む中、人口の維持や定住化促進の方策についてですが、国の地方創生指針の概要は、

「少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯どめをかけるとともに、東京圏への人

口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力

ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計

画的に実施する」となっております。 

  町でも「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を平成27年度中に策定することとなり、策定に当たっては、各種団体の方に参画してい

ただく、（仮称）地方創生総合戦略会議を設置する予定であり、この中で将来人口の目標数

や、少子高齢化や移住、定住の効果的な施策等を検討していただく予定であります。 

  次に、２点目の以前町長が選挙で公約した学校給食の無料化は実現できるのかについてで

すが、学校給食費の無料化は、私の選挙公約として、その実現に向け、鋭意努力しておりま

すが、ここ十数年の我が国の経済を振り返りますと、バブル崩壊以降、景気は低迷の一途を
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たどり、それに追い打ちをかけるように、海外ではリーマンショック問題、国内では東日本

大震災の発生等により、この不景気から脱却できず、当町においても財政事情は非常に厳し

い状況が続いております。 

  しかし、児童及び生徒を持つ保護者の負担軽減を図ることを目的に、平成20年度より、１

人当たり月額500円の給食補助を交付し、子育て支援の一助として実施しております。 

  施政方針でも述べましたが、景気は緩やかではありますが、ようやく回復の兆しが見え始

めたことから、今後に期待するとともに、当町が抱えるさまざまな課題の一つとして実現に

向け取り組んでまいりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目の水道料金の値上げの答申が出されたが、現存の水道施設の整備及び事業運

営をどう考えているか。また、水道事業の将来展望についてですが、水道事業におきまして

は、経営環境の悪化が続く中、経営の改善に向け経費削減に努めてまいりましたが、東日本

大震災以降、料金収入の大幅な減少や動力費等の費用負担も増加したことで大きな損失に陥

り、本年度はさらに厳しい状況となっております。水道課自体でのコスト削減も限界となり、

審議会に水道料金等の改定を諮問したところであります。 

  今回の料金改定は、健全な水道事業を運営するためのものであり、特定の水道施設の整備

を行うものではありません。白田浄水場やその他水道施設の整備につきましては、当分の間、

延命化を図りながら事業運営を行ってまいりたいと考えております。 

  また、水道事業の将来展望についてですが、使用水量の減少により、今後も料金収入が

年々減少していくものと推測されることから、事業の効率化を図ることが重要と考えており

ます。このため、高所に水源を求め自然流下で送水することにより、動力費の削減を図るこ

とができると同時に、水源を分散化することにより、災害時の断水区域を最小限に抑えるこ

とも可能となることから、今後も水源調査を実施し、安全で安定した水道水の供給と効率の

よい水道事業を目指し取り組んでまいり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） まず少子化等の関係で人口が減少する、その中で人口の維持だとか定

住政策といいますか、これは先ほどのほかの方の質問にあったように、国が指針を示してい

るわけですけれども、実際には本当におぼろげなものですよね。 

  だから、私、今日質問したというのは、私の前にももう２回、12月とまたその前にもやっ

たわけですけれども、具体的な方式といいますかね。たしかここにあるように、人口の定住
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化促進というものについては、具体的に町外の皆さんだとか、ここにいる皆さんの住宅の提

供だとか、それから職場や職業のあっせん、それから結婚だとか伴侶のことの相談、それか

ら４番目に子育て支援などの拡充、それから一番大きな角度として、産業経済の振興といい

ますかね。産業経済がちゃんとしなければ、やっぱりお金をもうける部分、基盤があって、

それから働く場所もあってやっていかないと人口の定着ということはないと思うんですね。 

  そういう意味で、今度の国から指針が示されて、町のほうでいろいろスケジュールとか、

あるいは具体的な方策を担当課のほうでつくっていただいて、私どももこの議会の前にいろ

いろ御相談があってお聞きしました。 

  ２つの形で、これは地方創生の中の今年の補正予算で考えている町のものですけれども、

地域住民生活と緊急支援のための交付金というようなことで。１つは地域消費喚起・生活用

支援型交付金、それが1,761万6,000円、まだこれについてはプレミアム商品券だとか住宅の

リフォーム、この点については、この間、国が受け入れてくれなったということがありまし

たけれども、それから多子世帯の支援金が330万、全部で1,761万6,000円。それから地方創

生の先行型の交付金というようなことが2,601万円ですか、これについては、私が先ほど言

った４つの項目、そういうものを満たしていただいている部分が相当あるわけですね。 

  これは、１つは、役場のほうの企画課の職員が、優秀で熱心な職員が本当に私も先進地の

視察だとか、あるいは研修を比したもの、資料だとかもあげたり、それからこういう形のも

のを考えていったらどうかと、そういうことを十分そしゃくして担当者も理解していただい

て、実際にこれだけのものをつくっていただいたということで、優秀な職員がいらっしゃっ

て、それを各担当課、観光課にしろ、あるいは住民福祉課、企画課の皆さんが予算の範囲の

中でいろいろその予算額を確保したものの中で、この施策を講じてくれるような格好があり

ます。 

  そういう点で、本当に来年以降も続くわけですけれども、本当に急な国からの要求につい

て十分になされたのかなと。そういう点では、本当に立派ではなかったのかなと、そういう

ふうに思っています。 

  これは先ほど私言った５項目の中のものをほとんど満たしますから。人口の定着について

は、まず住宅の提供だとか住まいですね。それから、職場や職業のあっせん、それから結婚

相談、伴侶を求める格好、それから子育て支援などの充実、それで大きな意味では産業経済

といいますか、そういうことも充実することがほとんど盛り込まれて、このものを具体的に

来年以降進めていくことをお願いしたいと思っています。 
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  それから、次に町長の公約であった、学校給食費、これも財源の関係から本当に大変だと

思うんですけれども、でき得れば、私は今の定住化だとか、そういうことの促進をする意味

で大きなこれは目玉といいますかね、少子化対策としての本当に大変ないい施策といいます

か、医療費については全額、今、子供さん義務教育の方については無料化していますし、そ

ういう点で、次に進めるのはやっぱり保育料の無料化、これも３人いる世帯については、そ

れこそ半分程度になりましたけれども。 

  もう一つは学校給食、これが無料化になれば、相当この町については、子育てで住みよい

町だな、そういう定着をするようなこともあって、若い人がこの町の魅力を感じてくれる具

体的なものになってくるんだと思うんですね。そういう点で、ほかのものについては若干予

算を減額しても、思い切った政策として実現を可能にしてもらえればなというような感じを

しています。 

  これ町長、だから、もう８年たちましたね、今度は９年目ですけれども、でき得れば、

500円の負担も大変なんですけれども、今医療費については無料化になったし、それから保

育料についても約半減しているような格好、これから一つ求められるのは学校給食、そうい

うことを肝に銘じてお願いをしていきたいと思っています。 

  それとあと水道料金等については、これは審議会のほうでいろいろ審議をしていただいて、

本当に立派な答申になったと思うんですけれども、一つは、やっぱり値上げということにつ

いては、住民の中ではたくさん不満というかそういうものも出てくると思うんですね。いず

れにしても、水道料だけではなくて電気料の値上げ、それからガスだとか、そういうものも、

公共料金の値上げ等もあって非常に住民の生活が厳しい。 

  それから、お客さんを迎え入れる観光業者等についても、実際に宿泊料だとか飲食をやっ

ている方について、飲食代に転嫁ができなくて重くのしかかってくると思うんですね。そう

いう点の中で、できれば25％の料金の値上げは無論やむを得ないにしても、できるだけ一般

会計のほうで、税も、答申の中にも、一般会計のほうで少しは御面倒を見たらどうかという

ことの答申がありました。そういうこともできれば、私はこのような席でそういうことも考

えてやっていただくほうが住民の御理解が得られるのかなと、そういうふうなことを考えて

おります。それができるかどうかということが一つ。 

  それから、やっぱりこの値上げのタイミングで、各地で水道についても一部不満といいま

すかね、あると思うんですよ。それは水道管の実際にもう一度ちゃんと職員のほうで水道の

漏れだとか、そういうのがないかチェックするとか、あるいは基本的な部分で40年以上たっ
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た、もう耐用年数が過ぎた、老朽化した水道管もたくさんあります。これ山田直志議員あた

りが前に調べていただいたようなものの中にも細かくありますけれども、本当に手をつける

程度になっています。そういうことを基幹の水道管等についての工事、老朽化したものの工

事というようなことについては、実際に計画的にやれることを盛り込むといいますかね。計

画を立てて、こういうものはこういうふうにしますよということを、町がちょっと計画を立

てて住民にわかるように、こういうことでもお金がかかるんだよ。だから、値上げをするよ。

それから、皆さんの水道のものの基盤はちゃんとしますよというようなことをやっていただ

くようなこと。 

  それから、各地にここの町は急坂が多いもので、水道タンクがあって流下した格好の中で

住宅へ水を提供しているところがあるわけですけれども、そういうところの人から、中でも

一部私のところはこうですわとかそういうものあれで、水圧がなくて１階の部分でもときど

き断水みたいな格好になって、２階に上げるとほとんどお水が出てこないというようなこと

を言われているようなところの場所があります。 

  そういうところも担当課のほうで、この間中、回っていただきましたけれども、そういう

ことのきめ細かい対応をできるような格好にできるだけしていただいて、水道料金の値上げ

はするけれども、町はこういうふうなアフターフォローといいますかね。それから、将来の

地震だとか何かあったときに老朽化したようなものにはこうしますよと、そういうものの住

民の方にわかるようにして値上げのタイミングを図っていただければと思っています。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） 地方創生の少子化、これは後で村木議員の人口推計にも出てきます。

そういう中で、本当に将来的に、27年度総合戦略の中で本当にきめ細かにやっていかなけれ

ばならないものと考えております。 

  そういう中で、さっき言った補正で上げました消費喚起と先行型、３事業とはっきり言い

ますが、これ消費喚起型もたった１年の予算、基本的には先行型が一応５年と言っておりま

すけれども、一応県から聞きますと、一応国では５年と言っておるけれども、その先の今１

年目、２年目はちょっとわかりませんよというようなことも言っている。まだ国も定かでは

ない中で本当の勝負は、私は総合戦略の中で、いかにきちんとこの町の方向性を示していく

かと考えておりますもので、当然その地方創生、総合戦略の中にこの先行型のやつは盛り込

んでいくつもりでおります。基本的にはその盛り込まなければ、国のほうの方向性がまだ定
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かではありませんので、総合戦略の中でいろいろな、この町が決めていくこと。これをはっ

きりとうたっていきたいと、そういう考えでございます。御理解願いたいと思います。 

  また、いろいろな面でまた提案がありましたらば、どんどん言っていただければ、そうい

う中で一応検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、学校給食、本当に内山議員、大変ありがたいと思いますが、本当、自分自身はやり

たいのはやまやまでございます。そういう中で、子育て支援の一環としてもう少しといった

中で、また違う意味で、この定住策の中でまたちょっと考えているのは、また山田議員の中

で家賃の補充とか、そういうことを考えた中で、やっぱり定住化になるとまた子供を育てる。

また総合的に勘案した中で、またこの優先順位した中でやらせていただきたいと思います。

やはり優先順位をつけた中でやっていきたいと、そう考えておりますもので御理解願いたい

と思います。 

  次に、水道料金の値上げ、これ本当あくまでも水道事業を運営していくので、最低このぐ

らいはお願いしたいという中で水道審議会に諮問いたしました。水道審議会のほうで慎重審

議していただいた中で、25％という会計上の答申をいただいた中で町はやっていきたい。 

  そういう答申の中で一応審議会の意見として、次の状況として、水道料金等の改定につい

て答申、９項目ですね。一応、町に対して要望があります。一応、この要望に対しましては

ハイキャットを通じた中で町民には多分言ったと思います。たしかこの水道等の審議会で答

申いただいた９項目につきましては、ハイキャットを通じて町民の方にはあったと。 

  そのように内山議員が言ったけれども、一般財源から、補填したらどうかと一応書いてあ

ります。それは基本的には大変厳しいかなということは重々考えて。やっぱり一般財源から

企業会計にやるということはちょっといかがなものかとそれは考えています。 

  そういう中で、これはまた広く皆さん方に意見を聞かなければなりませんけれども、自分

にしては大変厳しいではないか、一般財源からね。この水道料金のやつをあげるのはなかな

か大変厳しいではないかということは、今自身、自分自身は考えております。これが全体的

な皆さん方のそういう意見があれば、それはまた考えますが、自分の個人的な意見といたし

ましては、この一般財源からの補塡は大変厳しい、そういう考えでございます。 

  さらにいろいろ老朽管の管の問題、これは遂次やっていかなければなりませんので、それ

の計画、その辺は今後検討していきたいし、やっぱりある程度町民が理解した上でこの25％

をやっていきたい。 

  そういう中でいろいろ議会のほうからもいろいろ提案ありましたもので、皆さん方、町民
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に幅広く知らしめる、ハイキャットを通してもやらせていただきましたし、また当然ホーム

ページとかいろいろなまた広報を通じた中で、これやっていきたいと思いますので、町民に

理解、なかなか理解してもらうのは厳しいと思いますけれども、何しろ水道事業を運営して

いくためには、この25％改定はお願いしたい。そういうことでございますので、御理解願い

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） １番目の定住化促進については、本当にいい計画でして、また５年の

計画についてもぜひ肉づけした格好の中、鋭意計画を立てていただいて予算確保をお願いし

たいと思っています。 

  それから、２番目の学校給食についても、十分私もわかりますけれども、一応やっぱり一

つの定住化対策の中で、少子化の中では大変重要なこと、町長、ほかに先ほど言ったように

医療費についても、保育料についても、国等々を合わせた中でやっていますから、あと無料

化について、もう少し考えていただくようなことができればと思っています。よろしくお願

いします。 

  それから、３点目の水道の事業については、これは基本的なスタンスの中のもの、今やる

ということとあわせて、空中探査はして実際本当に専門的な水源を調査する会社、あるいは

掘削する会社がやって出なかったということは非常に残念だと思うんですよ。だから、逆に

私は候補地を見誤ったのか、調査会社がいい加減だということが言えませんけれども、実際

にどういうことが、それが１億5,000万もかかっているというようなことがあるようなんで

すけれども、それはそれとしても、いずれにしても、この町はやっぱり今の白田の浄水場で

も、各地区にやっぱりそういう水源を求めてやっていくことが賢明だと思うんです。 

  だから、ぜひやっていただきたいんですけれども、そのときに、私は一つは以前水源の探

査だとか掘削について地元の業者が２件ばかりあるんですよ。そこが第３水源だとか、そう

いうものをやっているようなことも記憶しているものですから、できれば、今度探査の関係

をほかのところにお願いするにしても、実際にアフターサービスだとか、そういうものにつ

いては、修理だとか何かあったときには地元の水道の何というか会社についてないとなかな

か大変だと思うんです。そういう点で、従来地元の業者が水源の探査して水源を掘削して出

たというようなことのものがあります。そういうところの御意見も十分お聞きして信頼を置
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ける業者ですから、地元の。そういうところに聞いて今後やっていただけるのかどうか、そ

ういうこともあわせて。 

  それから、いずれにしても、やっぱり地元の人たちが一緒になってジョイントを組んでも

いいし、直接やってもいいんだけれども、地元の人がやっていれば修理だとかそういうもの

に関係、それから何かあったときにすぐにアフターサービスもできるものですから、ぜひそ

の辺のことを配慮に入れていただいて、今度の探査、水源についてやっていただけるかどう

か、その辺の確認をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず地方創生、これはもう本当に27年度真剣になってこの町が生き残

る方向の中で、その先行型を盛り込んだ中で総合戦略、これを策定していきたい、そう考え

ていることを御理解願いたいと思う。 

  さらには、給食費につきましては、本当にこれ自分自身もやりたいし、そういう中で子育

て支援の一環といいますけれども、この町に住んでくれる人をまず増やすことが自分として

は大事だと考えております。その中でいろいろまた検討した中で、優先順位をつける中で給

食の補助が、皆さんが考えて、第１番に考えているのはそれでありますし、安く、それから

家賃の補充のほうがいいのではないかという話、そっちもあるし、まずちょっとこれは検討

させていただきたいと思います、その辺は。 

  水道の掘削、これはまず探査した会社はまず日本の一流です。基本的にはなかなかないも

ので、業者を選ぶというプロポーザルでやりました。基本的には入札をお金で幾らではなく

て、実際この会社がいいかどうかというのはプロポーザルをやった中で業者を選定しました。

その業者ですから、まずもう日本では貴重なあれですから、内山議員の言ったような、そう

いう会社ではないことだけは理解していただきたい。 

  ただ本当に残念なことです。熱川でも水が大変多いし、細野高原でも多いし、当然我々も

期待いたしましたし、業者のほうもそれなりに期待したし、また皆さんも期待いたしました。

そして、熱川の探査の段階でこれはないというので諦めました。しかし、細野高原におきま

しては、探査の中でこの下に多分あるではないかと。これはあくまでも上からの推定です、

地面の中で推定ですから、やっぱり日本の大手のその業者が言った中で掘削して失敗に終わ

ったということは大変残念だったことだと思います。 

  それで今、内山議員が言ったように、地元業者にしたと。これはある程度、一つの参考と

して私は可能だと思いますけれども、そのジョイントとしてとなるとやっぱりいろいろこと
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がありますもので、やっぱり業者に対してもこの場所はどうかなという、そういう一つの参

考意見として、これは聞くことは自分はやぶさかではないと思う。 

  この探査における会社に対しては町は責任を持って、これはもういい会社だということを

はっきり言います。しかし、たまたま今回２回とも失敗いたしましても、その業者に対して

も、町は責任を持ってこれはもう間違いない会社、これは自信を持って進めるもので理解し

ていただきたい。 

  今度の探査におきましては、地元の業者にも参考意見として、それは聞くことは、それは

考えておりますもので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で内山さんの一般質問を終結いたします。 

 

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

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、５番、村木さんの第１問、町の将来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、私は今回の議会において２問の通告をしてございます。御

答弁につきましては、一問一答にてお願いをいたします。 

  まず１問目、今、地方の自治体は人口減少や高齢化に悩んでいます。このような状況下で、

次の２点について将来的な見通しをお伺いいたします。 

  １点目、人口推計について町はどのようにお考えか。 

  また２点目、今後の財政状況の見通しについて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） 村木議員の第１問、町の将来については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点目の人口推計についてですが、当町の人口は、国勢調査では昭和50年の１万7,324人

を境に減少基調に転じており、平成22年国勢調査では１万4,064人とピーク時に比べ3,260人

減少しております。第５次東伊豆町総合計画では、平成33年の目標人口は１万3,000人とな
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っております。 

  また、昨年日本創成会議の人口減少問題検討分科会から発表されました将来推計人口にお

いて、平成52年までの30年間で6,234人減少するという予測に強い危機感を感じており、人

口減少問題を前提とした今後の町政運営につきましては、最重要課題の一つと捉えておりま

す。 

  今後、地方自治体は、国の支援を受けながら、平成27年度を目途に独自の「地方人口ビジ

ョン」と「地方総合戦略」を策定することとなっておりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

  次に、２点目の今後の財政状況の見通しについてですが、昨今の入湯客数の推移などを見

ると、町の景気動向はようやく回復の兆しが見え始めたところと感じております。 

  しかしながら、町の財政状況につきましては、町税を初めとした自主財源が減少する一方

で、社会保障関係経費などの行政需要は増加するといった状況であり、大変厳しい局面に置

かれております。 

  歳入におきましては、町民税の減収傾向については底打ちとなった感はあるものの、今後

も、固定資産税の減収や、経済再生に合わせた、特別枠の縮小による地方交付税の縮減など

が想定されます。 

  また、歳出では、高齢化に伴う医療・保険などに対する公費負担の増加や、臨時財政対策

債を主とした公債費の増加も懸念されるところであります。 

  このような状況を鑑み、国・県支出金等の特定財源の確保や、受益者負担の適正化を図る

など、歳入確保に最大限の努力を払うとともに、歳出面では、「身の丈に応じた歳出」を念

頭に置き、事業につきましては、歳入状況に応じた見直しや先送りを行うことや、引き続き

徹底した見直しによる経費削減に努め、行財政改革を進めていく考えでありますので、よろ

しく御理解をお願いいたします。 

○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、町長も相当危機感を持ってやっておられるということで、私は国

勢調査のほうではなくて住民票で見ていくと、この20年間で大分減っております。そして、

ここへ来てちょっと加速がついているというのが一番心配なことでございます。 

  ここ10年もたたないうちに結構減っています、1,000幾つ減っている。33年が基本構想の

１万3,000人というと、今がもう１万3,000人ぐらいなんですね。ですから、この現状をいか
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に維持していくのか。そういう中で、どのような施策をこれから打っていかれるのか。多分

特効薬はないと思います。定住化政策なんかも、いろいろ長野県ですとか九州のほうでもか

なり効果は出ているようですけれども、やっぱり100人の単位でございます。 

  そして、一番肝心なのは、それで世帯数が減っていないんですね。これがどういう分析な

のか、ちょっとわかりません。独居老人も増えているのか、核家族化も進んでいるんだろう

と。そして、その中でまたここへ家を建てて、もとの場所が空き家になっているとか、そう

いう問題もあるんだろうと。その辺を一回分析していただきたいなと。過去の10年前から見

ると、この世帯数だけは増えている。これは喜ばしいことなんですけれども、これらは固定

資産税等につながっていくことなんだろうと思います。そして、人口の減っている割に１点

目、２点目、同じになってくるんですけれども、割かし予算的には下がっていかないという

ことでございます。 

  だから、ここにどういうあれがあるのか。固定資産税のほうが、税の中の比率としては多

くを占めているわけでございますけれども、固定資産税が59.61％ですか、構成比でね。で

すから、しかしながら、毎年評価が下がっていくということで、評価替えごとに下がってい

るというのが現状でございます。 

  それで、住民税のほうも、やはりこれは人口が減っている割には減っていかないというこ

とでございます。人口の減が高齢者の人口減なのか、その辺の分析も詳細にしていただきた

くということで。当然若い人が、働く世代の人が増えてくれば住民税は増えていくんだろう

というふうには感じております。 

  しかし、今年の予算書もこういった内容を見てみると、その人口が増えているような住民

税の増え方ではないと。法人税が2.04％ですか。ここいらは若干景気の動向ということでご

ざいます。 

  ですから、この辺が人口減と税の関係、そして自主財源率は50.6％ぐらいですか。その割

には税も減っていかないなという、何かこう表面から見てわからない部分があるんですけれ

ども、これらはまたぜひ内容を精査していただいて、そして今後のこういった人口減少問題

ですとか、そういったところの資料にしていただくと。そして、それらは今後この後、また

山田議員のほうから、いろいろ具体的な人口定住化とかございますでしょうけれども、やは

り企業がないというのが一番の原因でございます。 

  そういった中で、どういうふうにこの人口減少の立て直しというより現状維持をいかにし

ていくかという言い方なんでしょうけれども。しかしながら、私ども団塊の世代ぐらいにな
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ると、どんと減っていく。そして、地場産業でむしろこの人口減少を食いとめるということ

ができないのか。やはり農業を法人化していくと、そういった中で、働いていても今の若い

人ですと、やはり将来保障ですとか年金の問題ですとか、そういったものがあるんでしょう

から、どうしても法人化して、そういう将来の保障化をしていくということもしなければな

りません。 

  住民の要求としてはいろいろあるんでしょうけれども、むしろあのシルバー人材センター

などは非常に将来有望な企業になり得るのではないかという気がいたします。 

  ですから、そういったものもいろいろ検討しながら、そういったところに今の金額ですと、

役場の職員が行ってやるぐらいの収入しかないんでしょうけれども、そういうところも若い

人の一つの職場として変えていくというような、少しでも若い人の職場というのをつくって

あげると。今プールでアルバイトしている。しかしながら、正式採用には至らないという、

これが今の世の中で現状的には厳しいんだろうなというふうなものを感じます。 

  そういった中で、どこをどういうふうにつなげていくと一つの産業になるのか、その辺を

考えていただきたいというふうに思います。 

  私たちも、この人口推計を見ると、もう本当に町がなくなるわけではないでしょう。限界

集落としては残るんでしょうけれども、しかし、観光立町と言っていることですから、当然

そういった企業は残るわけでございますが、そのかわり、住民のほうがいなくなってくると

いう不思議な現象になってくるかわかりません。そしてまた、そういったものが今後伸びて

くれば、流入人口も一気に増えるという可能性もなきにしもあらずでございます。 

  大きなことを言うと、参入してきたり、そういったことになると、雇用の関係で町外者が

入ってくるという、今でもそういった部分はあるわけでございますが、これが今後、町長の

言っている観光立町だという考え方になっていくんだと思います。 

  ですから、観光に特化するのではなく、観光に附随したものを一つの企業化していくとい

うことが、今後の町の人口減少に対する一つの考え方かなという気がいたします。 

  そして、２点目の財政状況、これが平成15年以来ですか、50億を超えた予算というのは。

52億2,800万ですか。太田町長になって初めて当初予算で50億を超える大型予算となったわ

けですが、この原因は国の交付金事業ですとか防災対策、または緊急的な学校体育館の天井

落下、こういったものがこの予算を押し上げている要因だと思います。 

  しかしながら、こういった緊急的なものが入って来て、今回も基金を３億幾らか取り崩し

ているわけですね。そうしますと、残りの基金が３億ちょっということでございます。この
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辺がこれからの町長の考えている事業を考えると、非常に厳しいのかなというふうに思いま

す。 

  施政方針にもあったように、平成29年度の清掃センターの改築、これらは10億、20億の負

担になってくると思うんですね。こういったときにこういった財源がどこから出てくるのか。

そうしますとまた起債です。また借金をするんだということになると、今借金が幾らですか、

期末残高で見込み額54億7,600万、これが今現在の起債の見込み額でございます。そういっ

た中で、来年度の借り入れ予定額が５億9,650万円、そして償還金が４億3,160万5,000円、

それも逆転現象を見ると、また今後もこういった形で返すお金より借りるお金のほうが多い

ということになってきます。そういった中で、今後のこういった起債の見込み、そして基金

の見込み、その２点のこれからの展望をお聞きしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点、人口推計でございます。 

  これはいつもホームページのうちの町の現在の人口を見ます。それでも、必ず毎回減って

いくんですよね。それで今１万3,000、本当に残念ですよ。村木議員。これは全く同じです、

残念。これをいかに引きとめるか、これは自分の命題であるし、地方創生における東京一極

集中、地方への人口を返すと、そのとおりだと思います。一番はやっぱりこの町に企業、こ

の付近に企業がないということが一番だと思います。これは村木議員と全く同じでございま

す。ある程度、企業があれば、子育て支援も有効に使えますし、幾ら子育て支援が充実して

も、その周りに働く場所がなければ、幾らやってもこれは無駄なことですから、まずその企

業をいかにして誘致するかというのがまずです。 

  しかし、この町のこの付近に企業誘致はできませんもので、先般、何回も村木議員、この

東伊豆町独特の１次産業、そういうものを活用した中でまちづくりやったらどうか、提案さ

れております。当然27年度、この総合戦略をつくっていく中で、当然それは一つの目玉とか

そういうことになってくると思います。そういう中で定住人口をやっていきたい、そういう

考えでございますもので、この人口につきましては、本当この東伊豆町独特のやつをやって

いかなければならないし、企業誘致は大変厳しいもので、企業誘致を考えない中でのこの東

伊豆町の生き方をやった中で人口増加をやっていきたい。そのためには、何回も言いますが、

27年度総合戦略、これは大変重要だと考えておりますもので、その辺はまたお知恵をおかり

いただければ大変ありがたいと思います。 

  次に、財政状況です。これ本当、私、一番この９年間やった中で、財政当局が新規事業、
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普通今までは新規事業を含めた中で５億を大抵オーバーしていますと言ってくるですよ。し

かし、今回は新規事業を含めないで、もう５億オーバーですよと言われました。はっきり言

って、何でと、私もう本当に耳を疑いました。そういう中で、現在ヒアリングした中で本当

に新規事業を含めない中で、ああ、５億というのは、これは本当大分変わってきたなと考え

た中で50億。本当にそれはびっくりした。５億というのは新規事業を含めない中での５億、

今までは新規事業を含めた中での５億のオーバーでしたけれども、今回は新規事業を含めな

いで５億。だから、新規事業ほとんどできません。 

  やったのは市民農園のところですよね。そのほかほとんど新規事業、熱川のやつは、これ

はもう継続でやっていますもので、これは私は新規事業とはみなしておりませんもので、そ

の辺の中で、普通私が当初町長になったときは、もう総務課長が言った。うちの財政規模は

四十二、三億円ぐらいだ。そういう中で町政運営をしてきました。そういう中でリーマンシ

ョック、さらには３・11が起きましたもので、あとでまた観光とかそういう特化したもので

予算をやったわけで、財政需要がだんだん膨らんできたのは、これは事実でございます。 

  それで、私は無駄遣いはしているつもりはございません。一番よかったのは、当初財調が

３億ちょっとしかなかったものを無駄遣いをしないで、とりあえずもう積んだ中で今はやっ

ていく。これが財調を積んでいかなかったならば、当然今の状況はクリアできません。ある

程度、無駄遣いをしないで財調を積んだおかげで、今この東伊豆町の危機感はまた財調３億

近くになりましたけれども、これは無駄遣いをして最低限、これはもう使わない。当然防災

の、人の命を助けるために、それは防災にお金をかけた中でこれ起債も増えております。 

  それで、私、要するに無駄遣いをしない中でやってきましたもので、その辺は御理解願い

たいと思います。当然、財政調整基金は今後も積んでいかなければ、いざ災害が起きたら困

りますもので、それは当然無駄遣いをしないで財政調整基金は積んでいくつもりでおります

し、ましてや最低限の事業の中をやっている中で、今こういう状況というだけは御理解願い

たいと思います。 

  やっぱり財政規模が膨らんでいることは私もわかっていますし、この財政規模を、自分が

無駄遣いをして膨らんでいるではなくて、最低限やらなければならない中でのこの状況とい

うことだけは御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、今回、村木議員が壇上で言ったように、天井の落下防止だとか、そういう

いろいろなやつもありますもので、今回52億となりましたが、自分自身は町の財政規模から

四十二、三億、なにしろ50億を切った中で当初予算やっていきたいなという考えでございま
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すし、財政調整基金を無駄遣いしないでどんどん積んでいって、今そういう気持ちでござい

ますもので、御理解願いたいと思います。 

  ただ、若い人の雇用、そういう機会ね。それは当然やらなければならないと考えておりま

すし、当然その総合戦略の中でもそういうことを含んでいます。またシルバー人材センター

の活用も言われましたし、これが一番、今、町もシルバー人材を危惧しております。増えな

いんですよね、シルバー人材の人が。やっぱりその辺の原因とか調べていかなければなりま

せん。やっぱり仕事の量がいろいろ偏ってしまうとかいろいろありますもので、そういう中

でシルバー人材の今後の活用は十分、何回も村木議員が言っているように、これからも団塊

の世代というのが増えてきますもので、当然シルバー人材センターの活用を町は考えていか

なければならない、そういうことを考えていますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） こうやって人口が減ってきて財政状況が悪くなる。当然これは無駄遣

いということでは、行政的に無駄遣いというのは、後の人がみんな評価することでございま

すから、それはそれで。多分いろいろな要望が多いんだろうということでございます。 

  そういう中で、今回はこういった天井落下的なものが急激に入ってくる。ですから、本来

ここで緊急的に災害等でも来れば、最初の、当初の対応としては基金が欲しいなというのが

現状でございます。 

  ですから、基金が余りにも町長とこの答弁いただいたけれども、やはり10億近いものは持

っていたいなというのが。しかしながら、町長がそれぞれの今までの歴代の町長を見ても、

やはり町長選挙へ出てくるには、やはり公約というものを持って、それらをみんな住民が投

票で決めているわけでございますから、当然時の町長はみんなそういった公約的なものをや

るということでございます。これはいろいろ選挙ですとか、そういうものも絡んで、これら

は無駄遣いとは言い切れない。当然住民がその人を入れたということは、やはりそういった

問題があるんだろうというふうに思います。 

  こういった中で、やはり支出を抑えるということは、本当に事業を精査しているとは思い

ます。当然各課から出るものはローリング調査といって大変な数のものが出てくるわけでご

ざいますけれども、そういったものを財政が精査するわけでございます。それでまた町長が

査定をして、無駄なものは切るということでございます。 
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  しかしながら、こうやって起債より償還金のほうが少ないという、この現実。これは財政

担当としたら、借金がこういう状態だと幾らやっても減っていかないと。ようやく前の清掃

センターの借金ももう終わるころですね。そうすると、また今度ここで30億等の予算、そう

するとまた大体人口割でいくと、うちのほうが20億近いものを出さなければならない。それ

が決定かどうかわかりませんけれども、今検討している最中だろうとは思いますけれども。 

  そうしますと、これは河津にとっても、うちにとっても大事業なわけでございます。です

から、そういったものも、まだその内容をこれから精査する段階になるんでしょうけれども、

こういったものももう少し年次計画でやっていかないと、29年度ではうちの町は無理だろう

と。今上がっているものが防災センター、これももうそろそろ設計が上がるんでしょうけれ

ども、下の排水を入れて幾ら事業を縮めても５億ぐらいかかるだろうという見込みでござい

ます。そしてまた東区も防災センターを要望してきている。そういったときに、その基金で

足りるのかなというのが、はたから見ていて、無責任ですけれども、そういうふうに感じる

次第でございます。 

  ですから、これらをどういうふうにしていけばいいのかなというのは、これは財政担当、

企画担当、町長、それぞれの課長さんたちでカバーをしていくということなんだろうと思い

ます。しかしながら、それらが必要なのかどうかということも、これはまた再検討しなけれ

ばならない。 

  そして、交付税で見ますという、この補助枠の外のお金、これが本当に交付税の額を見て

いてしているのかなというのが、割かし河津はこの辺を使わないですよね、今度の天井落下

のときにしても。余り交付税で見ますというお金というのは、どちらかというと、まず最初

に補助率の高いものを探し、大体見ていると交付税で、この交付税の出し方が、これがこの

分ですよというような出し方しないわけですよね。だから、本当にそれが交付税で見られて

いるのかどうか。まあまあ、そういう天井落下だけに限らず、交付税で見ますというものが

昔からあるわけですよ。そういうものが本当に交付税で来ているかどうかなんていうことは

全くわからない、交付税の推移を見て。 

  ですから、これからの財政運営というのは、その辺も踏まえた中で我慢するものは我慢す

る。そして、また次の行政改革のほうへ行ってみますけれども、改革していくと要らなくな

る事業も結構あります。ですから、次の問題でございますけれども、またそのときに、また

２問目に御質問しますので、まずはこの貯金を増やすということが、まずその件についての

お考えだけ、町長。 
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○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは何回言っても、私も随分言っても、まず最初７億と言った中で、

今度は県の財務のほうからもうちの町は10億でと言われました。その中で、せっかく７億何

千万と上げた中で、今回の本当にもう最初は４億か５億ぐらい財調崩さなければならないか

ななんて、その腹づもりでいた中で３億2,000万まで落としたのが現状でございます。 

  当然、この財調は村木議員が言ったように、県のほうからも言ったように10億は、我が町

の規模からいって積まなければならないといわれておりますもので、引き続きこの10億とい

う目標は持った中で財調はやっていきたいと、そういうことでもございます。 

  さらに、その中で交付税の関係、これは本当、財政のほうも交付税ということは余り、過

少過少に見ております。基本的には自分自身、今度また８億か７億5,000万ぐらいしたもの

で、当然８億でいいのではないかと自分自身は思っているのですが、財政のほうが町長、無

理だ、これは当初では７億5,000万、それぐらいではなければだめだよと言っておりますし、

一旦、国保の今回こともあるんですけれども、国保も交付税算入があるなんて言われており

ますので、この交付税も原課が一応財政のほうはいろいろ勘案したのに、町がもっと増える

から、今までみたいに交付税入ってきません。交付税に対しては、大変うちの町の財政はシ

ビアでございます。うちはそこまで自分自身はそこまでやらない。交付税をもうちょっと見

込めば、この財調に取り組まなくて済みますし、自分としてはそれでもいいかと思うんだけ

れども、財政のほうがそれは許さないもので、大変厳しい中でこの３億2,000万、今回は本

当にこれだけの財政調整基金を組んだ中で、当初予算を組ませていただきました。 

  何にしても、27年度というのは本当に全て教科書問題もありますし、何しろこの27年度は

集中してきたということ、これはまずまた当初予算のときにいろいろ聞いてもらえればわか

りますけれども、何しろ27年度、ほとんど一括して入ってきました。 

  その中で、27年度予算を52億、本当に大きなものになりましたけれども、基本的にはもう

何回も言っているように、うちの町の財政規模は四十二、三億だと。もう極力極力抑えた中

で将来的にもやっていきますし、そういう気持ちだと思って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、行財政改革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問目の行財政改革について。 
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  施政方針の中において、行財政改革の検討とありますが、次の点について伺います。 

  まず１点目、どのような組織をつくって行うのか。 

  ２点目、聖域を設けずに行うのか。 

  この２点についてまずは質問をさせていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第２問、行財政改革についての１点目、どのような組織で

行うのか。２点目の聖域を設けずに行うのかについては関連がございますので、一括してお

答えいたします。 

  先ほどの村木議員の第１問でお答えしましたとおり、町税を初めとした自主財源の不足や

社会保障関係経費などの行政需要の増加により、町の財政状況は非常に厳しい局面にあり、

さらなる行財政改革への取り組みが、町にとって喫緊の課題であると考えております。 

  御質問のどのような組織で行うのかにつきましては、職員から延べ300件を超える行革の

取り組みについての提案もございましたので、まず役場庁内での係長会議、管理職会議で基

本的な取り組み内容を取りまとめた後に、町の行政改革推進委員会での意見を伺い、町民の

皆様、議員の皆様の御理解と御協力をいただきながら、改革を推進してまいりたいと考えて

おります。 

  ２点目につきましては、特に聖域などを設ける考えはございませんので、よろしく御理解

をお願いいたします。 

○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） 非常に職員が300件の案を出したということですから、当然職員の皆

さんは考えているんだろうと。そして、例年ですと、外部の識者といわれる方等が委員会を

つくって組織して行うのか、またそのまま庁舎内の職員によって行財政計画を作成して年次

計画で実施していくのか。さらには、事業仕分け手法で事業を省いていくのか。そういった

ところだろうと思います。 

  そして、行財政計画を行うときには、いろいろな障害というか障壁が出てくるもので、そ

れを骨抜きにされたり、また最初に聖域なき改革等を町長がまず腹をくくって宣言してもら

って、そしてそういった宣言のもとに職員が考えていくというのが、まず一番最初なのかな
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という気もいたします。そして、時代に合わせた小さな行政をつくっていく。それらのこと

が、これからの一つの課題なんだろうというふうに考えております。 

  そして、今、教育委員会のほうでも、これから学校の統廃合等を検討していく中で、こう

いった大きな行革になってきますと、いろいろな地域の引っ張り合いですとかいろいろなも

ので出てくるわけでございます。そして、それらができた暁には、あの大きな建物が熱川に

も、稲取にも、どちらかに一つずつ残るということでございます。そうしたときに、やはり

その施設を利用する委員会等も当然できてくることだとは思います。 

  そして、そうやって次々に考えていきますと、今防災センター、防災センターと言ってい

るけれども、その建物はどうするんだろう。そして、人口が減って世帯数がどんどん減って

きますと、今度はそれを誰が維持管理していくのか。先ほど町長も内山さんの中で言ってい

た、その維持管理の問題というのが非常に大きな問題になってきます。 

  そういった中で、町長は前に私の質問にも、今後も箱物行政はやらないというのが、町長。

でも、ここへ来て箱物ができてきております。そういった中で、北川も今100世帯ぐらいに

なってきて、あの100世帯でまたあの公民館、消防団の施設等を、これをこれから維持管理

していくのはまた大変なんだろうというふうに思います。 

  そういったことを考えますと、この行政改革を推し進めていくといろいろなものが出てき

て、ではこれを今後どうしようという、そこにまた利用委員会等ができてきます。そういっ

た中で、私はそういった聖域を持たずに特に補助金等は、かなり抵抗の出てくる局面もござ

いますし、その中で東伊豆町の観光協会は社団法人になったと。一つのこれも行政改革で今

度は自分たちで商品を売るんだとか、そういった考えになっていくんだろうというふうに思

います。 

  ですから、これからの行政改革というのは今までと違う、今まではただ旅費が下田は無し

にしようとか細かいところで済んだことでございますけれども、これからはもっと大きな行

政の改革ぐらいの気持ちでやっていきませんと、町の規模と合わなくなってきますので、そ

の辺がこれからの行財政改革というのは、やはり時代が、私たちの時代とは違って、これか

らの時代の人が考える、そういった行政改革になってくるんだろうというふうに思います。 

  ですから、これからの時代の行政の大きさというものをまず考えていく、そして、町のキ

ャパも考えて。そういう中で一つの想定のもとに、大体総合計画等をつくるときには無理や

り人口を、なかなか難しいことでございますが、その辺も現実的に本当に行政の大きさ、町

の大きさ、これらを考えて、そしてやはり観光があれなら観光に重点的に、そして第１次産
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業、こういったものを優先的にやるんだと。ですから、もうあれもこれもという時代ではな

かなか政策的に無理だろうと。 

  ですから、この行政改革の中でいろいろな無駄を省いて、そして重点的な施策を打ってい

くというのがこれからの行政の課題だろうと思います。その辺について町長のお考えをお願

いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 村木議員は箱物をつくったというが、私は無駄な箱物はつくったとは

考えておりません。私がつくった箱物は熱川幼稚園、そして防災における北川、片瀬、大き

なものはそれぐらいと考えています。 

  基本的には人の命を守る、また子供のための施設、だから、私は無駄な箱物とは考えてお

りません。やっぱり町民の安全・安心を守るための箱物、これはやっぱり誰が何といおうと、

町民を守るのが私は第一だと考えております。それには規模的なものも、たしかあるでしょ

う。 

  しかしながら、当時の北川ではあの施設ぐらいの要望があった中で、あれでも足りないぐ

らいのことを言われました。もっと広いものが欲しいよ、町が何かあのぐらいの施設となり

ましたけれども、無駄な箱物は私はつくっておりません。自分の中ではもう箱物は幼稚園と、

人の命を守る公民館、この２つか３つぐらいだと考えておりますもので、その辺は御理解願

いたいと。 

  その中で、職員からとった行政財政改革の中で、これは本当にアスド会館のやり方、さら

には学校の統合もあります。これは本当に聖域なく、これをやらなければならない。トップ

がある程度しっかりした中でやらなければこれできません。特に、地域住民の方もあります

もので。これをやらなければ基本的にはこの東伊豆町は生きていけないもので、これは聖域

なき、さっき言ったのはそういうことでございます。基本的には学校の統合から地域のこと

だとすごい反発があるでしょう。しかし、これをやらなければ東伊豆町は生きていけないも

ので、これは断固としてやるつもりでいます、自分自身は。 

  そうして、この東伊豆町を残していきたい、そういう考えでございますもので、御理解願

いたいと思う。それで当然そうすれば、村木議員が言ったその箱物が１つ余りますもので、

その利活用は当然考えなければなりませんもので、その辺は行財政改革と一緒になった中で、

その建物の利活用、これは考えていきたいと考えております。 

  以上です。 
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○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 町長は箱物が別につくってもいいわけでございます。そして、町長は

箱物は嫌いだと、これは前に言いましたということを言っただけの話ですから。当然この熱

川幼稚園もここへ来るまでの前段は私がやっておりましたから、当然熱川幼稚園はやるべき

仕事だとは思っております。 

  そういった中で、学校の統廃合もこれは必然的な問題でございます。ですから、教育委員

会のほうの範疇でございますから、これは学校を、小学校を１つにするのか、小中一貫教育

的にしていくのか、どちらかの選択をするんだろうというふうには考えております。統廃合

するときには、ぜひ学校のレベルも上がるような統廃合にしていただきたいというふうに考

えております。 

  そして、今、町長が言っていたアスド会館等も、逆に売るとか売らないではなくて、あそ

こへ企業が、インターネットで一部上場会社、どうぞ勝手に御利用くださいぐらいのつもり

で、ただでこちらへ何か保養所でも何かやるときには、ぜひ当町の人間を使ってくださいと、

そういったことで、そうするとＩＴ会社等は線が１本あればいいだけの話ですから、むしろ

そういうところを利用してもらって、そして地元の雇用を考えていく。 

  前にはここが一番難しいところで、前に町長は給食センターを外部委託にするとか、そう

するとまたそこに雇用の問題もあって、もし外部に委託するときは当然この雇用はうちの町

で使ってくださいという話にしていかないと。そこのところがいろいろな行革をやっていっ

たときに、雇用の場をなくすとか、そういう怖さもありますので、ぜひ改革すればいいんだ

ということではなくて、この辺を上手に町長が見きわめながら判断をしていくということに

なるんだろうというふうに思います。 

  そして、一番今行政的に難しいなと思うのが、いわゆる熱川地区ですね。１つ１つ部落が

みんな区切られている。稲取は比較的１つのほらの中で動いていますから、割かし行政的に

もやりやすい仕事という面もあるんですね。そして、熱川のほうは今商店街もほとんどなく

なってきている。そういう中で、これからまた行革等をやるといっても、非常に難しい問題

が生まれてくるなという気はするんですね。 

  ですから、その辺のサービスをどういうふうにしていくのか。当然住民票などは駅でとれ

るとか、そういうきめ細かさがないと。あのカードも住民課のところに置いてあるカードで

住民票もとれるけれども、ほとんど活用されていないような状況ですので、そういったもの
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も再度見直して、利用できるものは利用して、当然熱川地区などはこっちまでガソリン使っ

て来なくていいような方策を考えていくとか、公民館でとれるとか、そういったこともいろ

いろ考えていかないと行政改革、行政改革で住民が生活のしづらい町になっては、ますます

住む人がいなくなるということでございます。 

  ですから、いろいろな面で考えていただくと、やはり時代に合った行政改革、これをぜひ

お願いしたいなと。そして、今私たちも行政改革等はやってきましたが、今いろいろな委員

会等、これらも、あそこだけは手つかずに、ああ、残したなというのが僕らのやってきた、

今の時代に合った人数になっているのか。細かい話ですけれども、そういったところはまだ

まだ見直す必要もあるわけでございます。それらは今後職員の中で、皆さんで御検討してい

ただければというふうに思います。 

  最後に、そういった時代に合った行政改革、行財政改革、これについて町長から。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 行革の中におきましては、多少やっぱり町民に対する不便さ、これは

しようがないかと今考えて、過剰になる不満、これはもうやってはいけない、それは自分は

考えております。 

  その点、一貫の教育行政に関しては、また後で条例なんか出しますけれども、今度は教育

法が変わってきた中で、今度は行政がある程度かかわることができるようになりました。そ

の中で、今度はある程度、やっぱり学校の統合だとか、そういう中で行政がある程度踏み込

まなければなかなか厳しいもので、その辺は４月に教育法が変わりますもので、その点に関

してはある程度町が率先した中で、指導権を握った中でそのほうはやっていきたい、そう考

えています。それを教育委員会任せるのはなかなか厳しいもの、これはあくまでも行政側が

主体になった中で、そういったものに関してはやっていきたいという考えでございます。 

  さらに、総合計画の本当第５次におきましては、今、村木議員が言ったように、大体人口

は伸びることといっても、第５次、初めて減少のところでやったことだけは理解してもらい

たいし、やっぱりその人口減少をいかに、今度はホームページを見るのが楽しみになるぐら

いね、何しろホームページ見ても、本当に減少するばっかりですから。下げどまりになって

上がっていくような方向の中で、またまちづくりをやっていきたいと考えておりますもので、

その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、委員会の定数、これはもう内部のことだったと思う。これは内部で見直しをして

いきたい、そう考えております。基本的にはもう本当、今後は一応行革、その中で要するに
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熱川支所のことも書いてあります。当然その中で村木議員が言ったようにいろいろな活用も

ありますので、住民が何しろ不便にならないような方向でやっていきたいと考えております。

そういう中で御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で村木さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、２時45分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ２時２８分 

 

再開 午後 ２時４７分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をします。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、14番、山田さんの第１問、人口増加対策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） それでは、第１問、人口増加対策について質問いたします。 

  少子高齢化が進み、町の存続さえ危ぶまれるような、こういう状況になってまいりました。

本日もそういう議論がされております。人口をどう確保するのかという課題というのは、い

よいよ本当に重要な課題になりました。そこで、私は人口を増加させるということについて、

短期・中期の課題について幾つか質問をしたいと思います。 

  まず１つ目として、町内の別荘、リゾートマンションの棟数、戸数の状況についてどのよ

うになっておりますでしょうか。 

  また、これらの町内の別荘、リゾートマンションへの居住者の状況というのは、今どうな

っておりますでしょうか。 

  まず、この辺をお伺いします。 

  ３点目に、別荘・マンションの所有者と連携をして交流及び居住者の拡大を図ることとい
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うのができないかということについてどうお考えでしょうか。 

  ４点目に、空き家を医療・介護の従事者や子育て世代への提供という形で活用できないか

どうか。 

  これらについてお伺いいたします。 

○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） 山田議員の第１問、人口増加対策については４点からの質問ですが、

１点目、町内の別荘、リゾートマンションの棟数、戸数は。２点目の町内の別荘、リゾート

マンションの居住の状況につきましては関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  町内の別荘棟数は2,184棟、リゾートマンションの棟数は15棟で2,141戸となります。居住

の状況は推計ですが、別荘で１割、リゾートマンションで２割程度となります。 

  次に、３点目、別荘・マンション所有者と連携して、交流・居住者の拡大を図ることはに

ついてですが、現在、町では市民農園整備事業を進める中で、別荘・マンション所有者と連

携をし、交流・居住者の拡大を図っていきたいと考えております。 

  また、地域の包括支援センターが見守りネットワークの中で、別荘・マンションの管理事

務所等と居住者の見守りについて連携を図っているところでございますので、今後、見守り

ネットワークでの活動や連携を足がかりにして、交流人口・居住人口の増加につなげていき

たいとも考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、４点目の空き家を、医療・介護従事者や子育て世代への提供で活用しませんかにつ

いてですが、移住・定住施策として、４月より開設いたします空き家バンク事業を利用され

る希望者について、入居者によって制限をするものではありません。 

  空き家登録物件を利用し、移住・定住する人に対し、国の補正予算での地域住民生活等緊

急支援のための交付金にて家賃補助等を行うことで定住人口の増加を図っていきたいと考え

ております。 

  また、空き家等利活用推進協議会や今後策定する総合戦略において、検討をさせていただ

きたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○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、ちょうど20年前ぐらいがリゾート、そのバブルの時代、リゾ



- 72 - 

 

ートマンションブームもありました。別荘開発等の部分もありました。そういう状況から

4,000を超える、そういうやっぱり住宅がある。これはそのまま町の税収としても大変あり

がたいわけなんですけれども、私、考えてみますと、当初あの時代、リゾートマンションの

反対だ、いろいろな状況もありました。考えてみると、でもあの当時はこの別荘やマンショ

ンについて夏休みとかお正月に来て、また週末に来て利用するだけで、どうもごみだけ置い

ていくのではないかなとか、こういう当時イメージもありました。しかし、あけてみて20年

たったら、実際のところ、今、町長言われたように、10％から20％の人が居住している状況

があると。ここが非常に大事でね。どういうそれぞれの方々のお考えがあるかわかりません

けれども、やっぱり東伊豆町がよくて、そこに住んでいるという事実があるわけです。私は

町長が言われたのは、市民農園もそうなんです。非常にそういう人たちに対して連携する上

では非常に重要なツールだと思うんですけれども、ぜひ町長ね、私はこういう住んでいる

方々にまず町長、集まっていただいて意見交換するなんていう場を設けたらどうでしょうか。 

  というのは、こういう人たちがなぜ東伊豆町のそこに住んで居住しているのか。当然住民

票を持ってきている方もいらっしゃるし持ってきていない方もいらっしゃいます。しかし、

そのこっちに住むことによって、例えばアスドのプールに通っていますとか、クロカン行く

のが楽しみですとか、稲取のゴルフ場が楽しみですと。いろいろなその方々の別荘ライフと

いいましょうか、セカンドライフがあるわけですよね。こういうことが具体的にどういうと

ころに、今東伊豆町に魅力があってどういう生活をしているのかという、この生の声は口コ

ミ情報だと思うんですよ。そうしますと、これをいかに集約をして、そのことを現在別荘や

マンションを持っている方々にも広げていく。ああ、何だ、この町にそんなとこがあるのか

よと。それだったらちょっと行く回数を増やしてもいいよねとか、できれば、そうか、それ

では若いうちはそっちに暮らしてみようかねと、こういう人を短期的には増やしたいという

ことだと思うんですよ。 

  町長、特に奈良本にお住まいですから、よく御存じかと思うんですけれども、農協の朝市

なんかも見てわかるとおり、町内の方よりも別荘やマンションにお住みの方々が多く朝並ん

でいますよね。熱川の飲食店なんかでも、土産物屋でもそれぞれお得意さんがいらっしゃっ

て、別荘に来たときには、具体的に名前出すとあれですけれども、あそこへ食べに行くんだ

とか、あそこで干物を買って帰るとか、いろいろなやっぱりお得意さんて、特に熱川地区は

別荘、マンションが多いですから、こういう状況というのがあると思うんですよ。 

  ですから、これはぜひ住んでいる方々が今実際に来て、それぞれに管理料も高いんだけれ
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ども、それぞれ何らかのよさを感じて、何らかの形で楽しいセカンドライフを暮らしていま

す。そういう方々の情報をいまだお住みではない方、または旅館に宿泊された方、また観光

施設に来られた方に、この町ではこういう別荘やマンションでこういう生活ができますよと。

当然、先ほど町長が言ったように、空き家を活用されて、ここの町に住んでいるとこんな楽

しいセカンドライフがありますよということをアピールするということは、私は必要ではな

いかなと。 

  当然我々が余り評価して見てこなかったことでも、いや、これがいいんだということで、

そういう別の視点で見ている方もいらっしゃるでしょうし、当然しかしね、やっぱりこうい

う問題はちょっと、最近別荘や何かでも交通が不便なんだよとか、いろいろなそれは当然要

望があって、なかなか町でも受け切れないものもあるとは思うんですけれども、しかし、せ

っかくここにいる人たちを口コミ情報の発信源にしていく。既に別荘に住んでおられて町内、

いろいろなイベントやいろいろなところを散策しながら、情報を自分のホームページやいろ

いろな形の中で発信されている方も、町内にはよそから移住されていらっしゃるわけですか

ら。やっぱり短期的にはこういう部分では、もう既にそこに家がある人たちでも来てもらう

回数を増やし、そこにもう居住していただくような施策を私は考えていただきたいなという

のが１つ目の問題です。 

  ２つ目の問題なんですが、町長が言われたように、確かに医療や介護というふうに限定で

きないというようなことも言われました。確かにそうかなと。ただ町長、実態面で言います

と、この間、小規模多機能が熱川のほうにもできまして、経営者の方ともいろいろお話しし

たんですけれども、やっぱり、町長お手元にも資料ありますけれども、介護の人たち、平均

でも20万円ちょっという収入の中で、なかなか10年、15年勤めてもそんなに収入を上げられ

ない。高校や大学を卒業して高い志で来てくれるんだけれども、なかなか所得の問題がネッ

クになって離職される人が多い。現実的にそういうところで介護の職場というのは離職が多

くて、求人倍率は高くなるという状況だと思うんです、人手不足になっているんですね。 

  町長が言われたように、家賃補助という考え方もあるんだろうし、もう一方では、やっぱ

り安く借りられるということの中で、収入が低い分を圧縮して可処分所得を自由に使えるお

金を増やしてあげるという、こういう考え方がやっぱり必要ではないのかなというのが一つ

あります。 

  子育ての世代への支援ということでは、やっぱりこれは特に空き家の問題では大事なんで

すけれども、これも町長、一番わかると思うんですけれども、奈良本のほうも、片瀬、白田
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もそうですけれども、アパートというのが割とうちの町の場合は旅館の従業員向けのアパー

トということで、やっぱり６畳２間とかの２ＤＫタイプが多いんですよ。自分も10年ちょっ

とそういうアパートにいたんですけれども。子供が２人ぐらいいまして、小学生ぐらいまで

はいいんですけれども、２ＤＫぐらいの狭いアパートですと、それ以上というのはやっぱり

子育てには限界があるんですよね。私の場合、たまたま子供２人、男の子だったからいいん

だけれども、やっぱり男の子と女の子とか、そういう場合考えると２ＤＫのアパートという

のはやっぱり子供を育てるという点でなかなか限界がある。 

  そういう意味では、私は特に空き家という点で見れば、１軒の空き家であれば、当然３Ｄ

Ｋとか、ある程度同じ３ＤＫでも広さが広いというようなメリットはあると思うんですよ。

これも、この町でいくと本当に十分な収入、所得を得ようというのはなかなか厳しい中で、

やっぱり子育てで、しかし子供２人いて６万、７万のアパートの家賃を払い切れるかという

ふうなことなんか出てくると、どうしても子育てをしていく、子供を産んで育てようという

段階には非常に高いハードルになってくるんです。これがやっぱり５万円ぐらいで３ＤＫと

か、ある程度大きな借家、アパートなり、その空き家が借りられるというような環境という

ことは、非常に私は重要ではないかと思います。 

  最近どうも見てみて、何人か河津のほうで結婚されたとかいろいろな状況を見ると、河津

のほうは、アパートがどうも少し広いアパートとかが割と多いんですよね。最初からそうい

う世帯向けに、ある程度想定されたアパートがあって、戸建てのアパートを含めてね。やっ

ぱりこの辺を考えていくと、子育て世代に対する支援はいろいろ町長も考えてやっているん

だけれども、一つの課題として、この住む場、アパートを借りるというようなことも、十分

資金があればアパート借りるよりも土地を買って家を建てようということにもなるんですけ

れども、なかなか今はそういう収入を得るだけのものが一般には十分でないわけですから、

そういう点では、特にこの辺の世代、私は医療や介護の世代、また子育ての世代に対しては、

できれば空き家なんかを家賃を安くしていくと。同時に、下條村みたいに、そういうメリッ

トを受ける人たちには、ぜひ下條村がやっているように地域の町内会に参加するとか、条件

が合えば消防団なんかにも入っていただく、祭りにも参加していただくと、地域に参加して

いただくというような条件をやっぱりつけていただくようなことができたりしますと、地域

の空き家も、人口が増えるだけではなくて、子供を持っている世代がいるんだ。そういう人

が増えることによって、やっぱりこれは大変地域全体が活気づくだろうと。こういう視点で

ぜひこの空き家の問題も特定のものはできないと言っている意味もわかるんですが、しかし、



- 75 - 

 

ターゲットというものをはっきりしませんと、何でもかんでも今日本中で今同じことをやろ

うとしているわけですから、ターゲットをはっきりした形で、この取り組みをしませんと、

アブ蜂取らずで日本中同じことをやっていたら、うちの町へ来てくれる人というのは可能性

は低くなるわけですから、私はこれは確かにもしかしたら急な人口増加にはならないかもし

れないけれども、うちの町でもやっぱり医療や介護の職種につかれる、その仕事は数はある

わけですから、その人たちができるだけこの町で定着をして暮らしていけるように、また子

育ても安心してできるような施策として、この辺の問題も考えていただくことが必要ではな

いかなと思っております。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１つ提案されました、その別荘地の意見交換、これはいい提案だ

と思う。これちょっともう今年度、新年度に向けた中で、これは実現のほう、しかしどのよ

うに啓蒙してその人たちをこっちへ向かわせるかのこともありますもので、ちょっと検討し

た中で、これは自分としてはやって、一日町長室、外に行くようなものですから、これはち

ょっとやってみたいなということはもう考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと

思います。 

  次に、交流・居住者の拡大、これ本当に下條村みたいに住んだ人が地域と一緒になって活

動すること、これは大変すばらしいことなもので、町としてもそのような方向でやっていけ

ればなということは考えております。 

  しかしながら、基本的にはさっき言った、今回その介護とかそういうところに企業が当た

れば長続き、基本的にこの町の企業も近辺にないことによって、子育て支援とか何もできな

いもので、基本的には壇上で言ったように、交流・居住者、これはもう誰でもいいというこ

とは、これはもう特定するのはやっぱり多分厳しいと思うんですよ。 

  そういう中で、今回の空き家バンクは、あくまでもよそからこの町に来た人に対しまして

の空き家バンクで家賃を半額、上限３万円、それでそういったことは半減と、上限、半分一

応家賃を見ますよ。これはよそからの居住者です。しかし、やっぱり町内の居住者も多少自

分はやらなければならないと考えておりますけれども、それをやったときに、今やっている

アパートを引っ越してこっちへ来ると、今度、前いたアパートの人たちに不便をかける可能

性もありますもので、その辺やっぱり理解した中で自分としてはこの町に住んでもらうのが

一番ですから、そういう家賃補助は自分は考えております。 

  これはまた皆さん方の担当の中にある、自分のことを言った中で、こういうことがある程
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度子育て支援とか、そういう介護者に対する居住、これを促進する方向でやっていきたいと

は考えておりますもので、ただ今言った、山田議員が言った介護者とか子育て支援の方を重

点的に、これを特定すると、またいろいろな問題が出てくると私は考えて、またいろいろな

職種のほうから何で自分のことはやらないんだということを言ってくると思いますもので、

職域をある程度自由にした中で、できるだけこの町に住んでいただいて、さらに山田議員が

言ったように、下條村みたいに地域のことに参加していただけば、この町も活性化いたしま

すもので、ある程度その辺の条件というか、その辺のことをやってもらった中で家賃補助と

か、そういうことはもう町はやっていきたい、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。 

○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、まず別荘、マンションの問題でいいますと、大体管理事務所

とか自治会とか管理組合というのがあるので、窓口があるので、そういう点では呼びかけれ

ばあれだと思う。 

  同時に、前回も質問をしておりますけれども、やっぱり防災的な意味とかも含めて、この

人たちをどういうふうに実際住んでいる中、人たちもいらっしゃるわけだし、当然時期によ

っては大勢の方が利用しているという場合もあるわけですから、当然防災的な面でもお互い

に連絡調整も図れなければならないという別個の課題もありますので、お互いに手を差し伸

べ合っていかなければいけないし、その仕組みはある程度あると思うので、役場の考え一つ

だと、そこは思います。 

  町長、２つ目の問題の空き家の問題でいうと、確かに町長言っている点もいろいろおもん

ばかると、そういうこともあるだろうとは思うんですが、ただ現実問題で、今この町の中で

若い人たちが働く場所として幾つかある、また今後のいえば、その部分で雇用が生まれつつ

ある場所というのは、やっぱりこの医療や介護の職場なのではないのかな。ここのところに、

その地元の人たちを含めて、働き手がなかったら医療や介護を担う担い手が確保できないと。 

  この間もだから、小規模多機能でも行ったときに、ちゃんと人が来てくれるかなとかいう、

そういう事業者の方々もそれぞれ心配しているんですよ。今、介護という点では重労働に対

するなかなか見合った報酬が行っていないではないかな。そういうところから敬遠されてい

る向きもあるわけですけれども、でも、ちゃんと報酬は上げられないと思うんですけれども、

安い住宅を提供することで、しっかりと町内にそれぞれの介護や医療の従事者、担い手が住
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んでいただかないと、今度は医療機関や介護事業所自体が成り立たなかったら、町民が病院

に行くとか介護施設、特に今回できた小規模多機能にしてもですよ、人が集まらなかったら、

ええ、どうしてくれるのと。特養がいっぱいなのでこっち使おうと思ったけれども、こっち

も人手がなくて行けませんよということになったら、それこそ本当に介護保険のもう崩壊に

なってしまうわけで、何とかこれは全国的な問題ではあるんだけれども、しかし今、町とし

てできる状況というものは、そういうところにあるのではないかな。 

  空き家も御承知のように、このまま置いていけば、居住地特例が外されたりすれば、現状

所有している固定資産税が一説には６倍ぐらいになりますよなんていうことになるわけです

から。確かに言われるように、今までのアパート経営をされている方やいろいろなところと

の矛盾やちょうどひずみというものも出てくると思うんですけれども、しかし、人に住んで

もらうということを町としても考えるときには、やっぱり子育て世代にそうした空き家とし

てある程度スペースのある、そういう環境を提供することで、しっかりとこの町で住んでい

ただいて働いていただくということをサポートする必要性が私はあるのではないかと思うん

ですよ。 

  だから、そういう面では、確かにあの国の政策が100％いいとは思いませんが、しかし、

先ほど来町長も言っているように、町をなくすわけにはいかないわけですから、一生懸命こ

こに住み、そこで働ける環境を、また子供を生み育てられる環境を私どもつくらなければな

らないわけですから、これはこれでやっぱりターゲットというのはある程度絞り込んだ対応

も私は必要ではないかなということだけ、今日は町長にお伝えしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員の趣旨は十分理解いたしました。 

  そうなると、本当によそから来る人に対しての募集要項の中に、やっぱり住居の中で空き

家バンク、書いていいかどうか、それをまた一応検討しなければならないという考え。それ

ができれば当然その住居に対しては、町ではその家賃半分、３万円上限、半分補助しますと

いう、そういうことを書きますもので、そんなまた一つちょっと違うかなという考えている

こと、またちょっと検討させていただき、なるべく山田議員が言ったように、若い人たちと

か、そういう介護、何しろ若い人たちがこの町に住めるような、そういう方法でこの空き家

も活用していきたいと自分自身は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。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、情報格差への対応についてを許します。 



- 78 - 

 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第２問、情報格差への対応について質問いたします。 

  たしか明日12日の正午をもってアナログ放送が終了するということになっております。そ

こで、やっぱり一つ従来から問題になっていることなんですけれども、町の情報がこの町内

全域に流れなくなるのではないかという問題があります。現状では、ここでハイキャットな

り撮った映像なり、一般質問とか町長の記者会見とかはＩＫＣさんもやられているんだけれ

ども、そのほかの情報というのは、現状ではハイキャットが撮った情報がそのままハイキャ

ット経由でＩＫＣへ行って町民に流れると。しかし、この流れがなくなるということになる

のではないかというふうに思っているんですが、この問題について、町としてはどういうふ

うに対応策を考えておられますか。 

○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、情報格差への対応についてのアナログ放送が完全

に中止され、ハイキャットの番組や町民が知りたい、知らせたい情報がＩＫＣ加入者には届

かなくなると思われるが、どうなるか。町としての対応はについてですが、公平性の観点か

ら平成22年より昨年まで、町を含めまして３者にて番組の相互乗り入れについて協議してま

いりました。 

  本年３月12日のアナログ放送終了に伴い、ＩＫＣでのハイキャット放送が視聴できなくな

るという報告を受けましたので、２月３日、３者で話し合いを持ち、町として現行どおりの

放送をお願いいたしました。 

  ＩＫＣからは、デジタル化に伴う技術的、費用的な面から現行どおりの放送は難しいが、

町民にでき得る限りの情報は提供したいとのお話をいただきましたので、現在調整中です。 

○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） 調整中ということなんですけれども、町長、いずれにしましても、

ちょっとそこに表をつくったんですけれども、やっぱり町として今まで契約内容というのは

僕ら見ていないのでわかりませんけれども、どういう形であったのか、一定流してもらうと

いうことに対して放送の委託料というものを払ってきた。私、思うに今後の問題でいうと、
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やっぱり必要な情報は何なのか、町民の皆さんが必要な情報、また町が町民の皆さんに知っ

ていただかなければならない情報というものも、まず一つ確立していくことも必要だと。 

  これについて、情報を一定のデータとして作成をして両方が流すとか、この辺を図らなけ

ればならない。今までの場合でいうと、ハイキャットのやつは、ほとんどの場合でいえば、

ハイキャット独自の、いわば取材番組を流していたわけですよね。これが当然行かないとい

うことは、これは当然しようがないわけです。そもそも独立した放送会社ですから。 

  しかし、問題は町として伝えたいもの、町民からしたら知りたい情報、これがやっぱり適

切に流れるかどうか。そうするとただ単に両方に平等に放送委託料を流すだけではなくて、

誰がその情報を、必要な情報は何か、その情報を誰が番組としてデータとして制作するのか、

そしてそれを流す部分と、その辺をしっかりめり張りをつけて対応しないとまずいのではな

いかなと。 

  あと町民のそれぞれの情報をどう流すかというのは、これはもうそれぞれ放送会社の取材

の問題ですから、これは町がどうこう言うことはない。だけど、ここの町として必要な情報

の流し方、町民がやっぱり実際どこが知りたいのかという点では、当然例えばお悔み情報だ

とか出生情報だとかが欲しいよとかという声だとか、いろいろあると思うんですよ、学校の

あれが欲しいんだとか。実際何が必要かということも含めてあれしなければならないし、ま

たこの間、町長、先ほど言いましたけれども、水道の情報だとかいろいろな教育資金の情報

だとか、また防犯上の情報だとか、町がちゃんと町民に知っていただく情報というものもど

うあるのかということの、これは若干整理も必要でないのかなと、その上でこの委託料の関

係も出てくるということがあると思います。 

  僕は、もう一つは、これは議会も含めてなんですけれども、やっぱりこの有線テレビの一

定でも、そもそも加入者、非加入者という問題もあるわけで、そうしますと、それもまた問

題あるけれども、今後インターネットで町のホームページでの独自の対応というものの中身

も広めていかないと、今やっているインターネットメールというのは、最低限の情報を流す

という点ではいいんですけれども、ある程度、量のある問題について流そうとすると、あの

メールは使えないわけですよ。そうすると、町のホームページで、動画を含めてですよ。例

えば、この間の水道料金みたいなやつは動画でもできるわけですよね。資料を載っけるだけ

ではなくて、ちゃんと職員がこうですよという対応なんていうのは、当然ホームページに、

容量があればですけれども、できるわけですよ。それにしても、それぞれのことについて考

えていく必要性が今回あるのではないかなというふうに思っていまして、当然今までどおり
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有線テレビの人が、ハイキャットさん、ＩＫＣさんを活用しての部分、またそのほかに町と

してそれ以外の人を含めた、インターネットを含めた情報の伝達方法の見直しというものが

必要かと思いますが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） この情報発信、ハイキャットさんは今までどおりでいいと思います。

しかし、ＩＫＣにおきましては、本当今度は大変難しくなってくると考えております。その

点、山田議員が言った、このインターネットの活用ね。これは当然、どうしてもこれは考え

なければ、町といたしましても、稲取地区の方には稲取、城東地区の方におかれましては、

やっぱりある程度制約が出てきますもので、今までどおりのことは多分できないと思います

もので、インターネットの活用、これは今後ちょっと検討しなければならないのかなと考え

ております。 

  私、自分が一番心配したのはやっぱりこの議会中継でございます。この議会中継というも

のは、本当城東地区の方も見ております。そういう中で、町の情報を得る中で、これもＩＫ

Ｃさんができないかと言ったら、これは大変厳しいとはっきり言いました。やはり費用的な

面も大変かかる、1,000万円以上かかりますし、なかなかそれはできないもので、今やった

ように、その録画に撮った中でこれを流すことはやぶさかではない、そういうことも受けて

おります。 

  お悔やみとかそれに関しては恐らく調整、これはやっていきたいということはＩＫＣさん

もそのとき言ってくれました。それで、まだいろいろなことがありますので、今度は学校の、

熱川小とかの予定ですか。これもある程度城東地区の人は知りたいかもわかりませんもので、

またその辺またＩＫＣさんを呼んだ中で、２月３日にはとりあえず議会中継のことをお願い

したら厳しいものですので、録画で対応すると。 

  あと自分の考えは、年４回定期的にまた臨時的にやってもいいよということは言われまし

た。それで、お悔やみの点に関しても調整して、できるだけこれはやりますということをそ

のときに伺いましたもので。何しろ町民になるべく不便をかけないような方法でやっていき

たい。 

  それで、その中で山田議員が言ったインターネットの活用、これはちょっと検討しなけれ

ばならないと。費用的にどのくらいかかるか、まだわかりませんもので、それはちょっと検

討させていただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 
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（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町内で、電話もそうですけれども、２つに分かれているというと、

やっぱり非常に情報格差ということになるんですが、それと同時にハイキャットさんは稲取

地区だけだ、白田も一部あるんですけれども、稲取ということがある。ＩＫＣさんはでは熱

川地区だけかというとそうではないという伊東や何かも含めてエリアが広いという問題もあ

ると思うんですね。そこがなかなか、そこが厳しくて、一般質問もやっていただいているん

ですけれども、ええっという時期にやっていたねなんて言われて、あれなんてという感じの

ときがちょっとあったりするんですけれども、やっぱりこの違いはあるわけですけれども、

ただできれば、例えばハイキャットでやっているような町のニュースやそのお悔やみ情報も

どこかしら固定の時間で６時半とか７時とか、固定の時間、そこをチャンネルつなげると、

その時間は東伊豆町の情報が流れるというような、こういう部分がちょっと１日の番組のス

ケジュールの中でもどこかしらに10分、15分でも町の情報を確実に流していただく。その時

間見れば、確実に最低限情報が伝わるとか、こういう何か仕組みもやっぱり考えていただか

ないと。ただ流していただけるのはいいんですけれども、議会の一般質問みたいに、いつで

もいいよというわけにはいかないと思うんですよ。ある程度、そこの１日の中にどこかしら

東伊豆町の時間というものをとっていただいて、必要な情報を流していただきたいなという

点は特に要望をしておきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 一応、山田議員の要望はお伝えいたします。基本的には山田議員言っ

たように、ＩＫＣさんはうちだけではなくて、湯河原から熱海、伊東、うちとありますもの

で、やっぱり議会中継を生でお願いしたとき、湯河原、熱海、伊東がありますもので、その

辺からも議会中継、生中継言われたら困るという、うちだけではできないということを言わ

れました。そのとき、山田議員からある程度時間について、この町の情報を流せないかとい

うことは、またＩＫＣさんに言った中で、それができるかどうかわかりませんけれども、で

きるだけそういう要望を伝えた中で、またＩＫＣさんにお願い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ます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、奨学金の見直しなど就学支援の充実を許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第３問、奨学金の見直しなど就学支援の充実についてを質問いたし
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ます。 

  長引く不景気及び国民の勤労所得が減少していく中で、子供の教育費、教育資金の確保と

して奨学金を初めとした制度が激増するというような状況になっております。町でもこうし

た奨学金制度を持っているわけですけれども、現状で金額の見直しが私は必要ではないかと

いうふうに思っております。 

  ２つ目に、学生支援機構の奨学金制度での利子補給等の対応もできないのか、これらの点

についてお考えを伺いたいと思います。 

○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） それでは、山田議員の第３問、奨学金の見直しなど就学支援の充実に

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点目の金額の見直しはについてですが、奨学金の資金は、東伊豆町育英奨学金条例

に基づき、東伊豆町育英奨学金をもってこれに充てています。 

  奨学金の額は、大学・専修学校の専門課程に在学する場合には月額３万円、高等学校・専

修学校の高等課程・高等専門学校、短期大学に在学する場合は月額２万円を貸与します。 

  また、奨学生で特に認めるものについては、規定により奨学金のほかに入学一時金を貸与

することができるものとしています。 

  金額の見直しにつきましては、９月定例会において山田議員より「貧困化・ひとり親世

帯」への貸与について一般質問をいただき、少しでも多くの方に奨学金を貸与することも必

要かと思います。しかし、さきにも述べましたように、基金には限りがあることから、現行

の金額が妥当と考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  まず２点目の奨学金の利息軽減にも対応をについてですが、東伊豆町育英奨学金は無利子

で貸与しております。 

  また、日本政策金融公庫から教育資金を借り受けた方を対象に、教育資金の利子補給金交

付要綱に基づき、予算の範囲内において、利子の一部を補給しております。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、奨学金の問題で、まず町の育英奨学金の問題でいいますと、

３万円と２万円、やっぱりこれ安いんですよ。安いというところの問題と同時に、これこの
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間回覧板に入ってきたやつですけれども、他の奨学金及びまた町の教育資金の利子補給制度

を利用している方は応募できません。こういうのがあるわけですよ。そうすると、現実問題、

今日本学生支援機構の奨学金の場合でも、やっぱり５万円から８万円ぐらい借りていると。

そうしないと、仕送りの減った分を補給できないんですよ。そうすると、３万円を借りてほ

かのやつ借りてはだめだというふうになると、これでは利用しないほうがいいではないかと

いうことになってしまうんですよ、現実問題ね。そうすると、金額の問題もそうだけれども、

そういう条件も含めて見直しも必要ではないのかなと思って。しかし、実は３万円ではとい

うのも実際の問題としてはあります。 

  そこで、では町長、日本学生、いわゆる育英奨学金の関係ですけれども、これなかなか今

利子等々の問題あるんですけれども、この辺への利子補給、例えば町が町長言っているよう

に、政策銀行がやっている教育ローンですけれども、これは町長、すごいですよ。この間、

政策金融公庫のやつ見ましたら、利子補給している町として東伊豆町はしっかり政策金融公

庫のホームページに名前が載っかっておりまして、１県20市町村ということですから21の中

に東伊豆町がしっかり載っかっていると、こういうことになっているんですけれども、これ

はこれでいいんですけれども。 

  ただ町長、この交付金要綱を見ますと、融資限度額１件につき300万、利子補給1.20％以

内、利子補給期間５年以内と。これではちょっと現状からいいますと、これはこれでいいん

ですけれども、しかし今、この政策金融公庫の利息は1.2％とかそんなに高くはないですよ

ね、そういう意味でいうと。もっと低い金額で貸している部分もあると思うんですよ。そう

しますと、その部分も考えてみれば、奨学金のほうの利息について同じような形で５年間ぐ

らいやるというようなことも可能ではないかという部分と、逆にいうとまた学生の立場から

すると、これは学生支援機構の資料ですけれども、大体８分の１、大体17万人ぐらいが奨学

金の返納についていえば滞納していると。学生支援機構は年間約6,000件の訴訟を起こして

いるというような状況で、なぜそうなっているかというと、大半の人たちが、若い人たちが

大学を卒業しても収入が300万円以下なんだと。大半の人たちが人材派遣で、まともな正規

雇用にありつけていないから、奨学金を借りたんだけれども、返す段階で大変になったんだ

と。 

  こういう今状況で、だから国のほうも今恐らく２人に１人以上が奨学金を借りるんだけれ

ども、８分の１ぐらいの方々、人数でいうと大体17万人ぐらいの人が返済がおくれたりする

し、その中で6,000人、訴訟を起こさなければならないなんて、訴訟を起こすことがいいこ
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とかどうかというのは別問題ですけれども、しかし、問題は借りて大学へ行っても正規の仕

事につけたり、ちゃんとした安定した収入をもらえるようなところに学生がつけないという

今社会状況なんですよ。これは別に町が悪いわけではないんだけれども、しかし、そういう

状況の中で、奨学金の返済はやっぱり求められるわけですから、教育資金同様に親御さんで

あれ、またそういう奨学金を借りて返す子供たちの一定の励みになるような部分というのは

ひとつ検討されても、私はいいのではないかなと。 

  今また利息がうんと高くなって、また大きくなるという状況は別なんですけれども、今奨

学金のほうについてもそうだし、政策金融公庫のほうの利息というのもうんと低くなってい

ますから、それでもしかし返すのが大変だというのが、今の若者たちの置かれている実態で

すし、その返済をしている子供や親の状況ではないかと思うので、ひとつこの辺も御検討い

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） この問題で、質問で担当と打ち合わせしたときに、その奨学金をうち

の町で借りたらほかのところでは借りられない。これおかしいではないかとか、自分もそう

思いました。そういう中でいろいろ検討した中で、やっぱりその返済の問題とか出てくる中

で、ではこうなったのかなと。これはもう自分としても、１者だけ、うちの町で借りたお金

を借りたらほかの奨学金を借りられないとか、ちょっとおかしいもので、それは再度ちょっ

と検討し直した中で、この状況下、自分はおかしいと思っても何だかその方向ではやってい

きたい。しかし、やっぱり返済のことを考えたり、その資金のことを考えたりすると、でき

るかどうか、これはちょっと検討させてください。 

  さらに、利子補給につきましても、やっぱりその辺は政策金融公庫だけだけれども、ほか

のところも、ほかの町はやっていることもちょっと聞いておりますもので、できるだけ若者

が勉学に励む、そのような環境をつくってやりたいと考えておりますもので、全てを含めた

中でちょっと検討させていただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第４問、無人航空機の導入を許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第４問、無人航空機（ドローン）の導入について質問いたします。 

  無人航空機というものですが、従来でいうとラジコンというふうに思っている方が多いよ

うですが、最近はコンピューター制御等によりまして、非常に衝突をしたりとか、エリア外
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に行ってしまうとか、事故が起きないような形で制御もされて、現状では安全対策が相当向

上して道路や橋の状況確保、また防災や火災の状況を上空から撮影するなど活躍の場が広が

っているというふうに思うんですけれども、これらをちょっと導入するという考えについて

はいかがでしょうか。 

○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、無人航空機の導入をの１点目、無人航空機、通称

ドローンを施設の維持管理や防災などで活用したらどうかについてお答えいたします。 

  無人航空機につきましては、軍事用に開発され、現在では小型化が進み、軍事用以外の幅

広い活用が模索されていることは御存じだと思います。 

  近年では、アメリカのネット通販会社が注文を受けた商品の無人航空機による実験配達や、

国交省など国・地方自治体の公共施設の長寿命化調査に用いられたニュースで話題となった

ところであります。 

  また、福島原発など人が近づけない被災現場において、無人航空機を使った現況把握、被

災状況把握において有効であったことを踏まえると、災害時における情報収集に活用が期待

されていることは承知しております。 

  しかしながら、無人航空機は、ラジコン型から本格的なものまで機種、機能など多種多様

であり、価格も数千円台から数千万円台など、町が購入するに当たりましては、使用の目的、

また利活用など、町が単独で所有することが必要か、また広域で所有し活用する方法がよい

かなどを含め、検討が必要であり、現時点では導入は考えておりませんので、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） 現在の活用状況は、町長もお話しされたとおりで、確かに数万円か

ら買えるものから何百万、何千万円もあるんですけれども、普通に撮影とか、ある程度の災

害時の撮影とか道路の施設の関係でいえば、そんな何百万もするものまでは必要ではないと

思うし、庁内にも、役場内にもラジコン操作等が十分にできる職員もいらっしゃるわけです

から、そんなに難しい、むしろ法律的なもののほうが難しい部分がありますよね。航空法だ

とかいろいろな網がかなりこうグレーゾーンになるところがあって、その辺は若干あるとは
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思いますけれども、そんなに高いものでなくても、それぞれが災害、また施設管理、また火

災等々、多様な目的で活用ができるのではないかと。少なくとも災害や施設の維持管理が非

常に私はこういうものはいいなというふうに思った次第なんですけれども、特に、役場の中

でもいらっしゃいますから、こういうこと得意な方がね。 

  ですから、十分に、これは私は買って消防防災、また建設産業課あたりでは働いてくれる

のではないかな。人間がわざわざそこへ行かなくてもいいわけですから。そういう部分での

働き場所はあるのではないかなというふうに考えておりますが、どうですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員の言うとおり私も必要性は十分感じておる中で、大体数千円

から数百万ありますよね。それは現場がどういう感じているかで、現場の声を竹内君のほう

からちょっと答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） 山田議員の提案のありましたドローンにつきましては、防災の

観点でいけば、本当に離れたところ、道路も寸断されるという想定の中では必要かなという

ふうには思っています。ただ飛行距離等々いろいろ課題もあるものですから、すぐに導入と

いうのはなかなか難しいのかなと。 

  長寿命化でもし道路、橋梁等の調査に当たりましても、赤外線を搭載したカメラを入れる

とかいろいろ使用用途も変わってくるものですから、その辺につきましても、今後協議した

中で、検討した中で対応していきたいというふうに考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で山田さんの一般質問を終結いたします。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会をいたします。 

 

散会 午後 ３時３４分 
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平成２７年第１回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

                    平成２７年３月１２日（木）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 

    １． ６番 藤 井 廣 明 君 

     １）水道料金の値上げについて 

     ２）水源探査について 

     ３）風力発電について 

    ２．１２番 居 山 信 子 君 

     １）地方創生に向けた取り組みについて 

     ２）地域消費喚起・生活支援型交付金事業 

     ３）防災対策 

日程第 ２ 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度東伊豆町 

              一般会計補正予算（第９号）） 

日程第 ３ 発議第 １号 東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第 １号 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係 

             法律の整備等に関する法律附則第１４条に規定する経過措置に関 

             する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第 ２号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第 ３号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を 

             改正する条例について 

日程第 ７ 議案第 ４号 東伊豆町行政手続条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第 ５号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第 ６号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第 ７号 東伊豆町保育ママ事業保育料徴収条例を廃止する条例について 

日程第１１ 議案第 ８号 東伊豆町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第 ９号 東伊豆町水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第１０号 東伊豆町消防手数料徴収条例の一部を改正する条例について 
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日程第１４ 議案第１１号 駿東伊豆消防組合への加入について 

日程第１５ 議案第１２号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会規約の変更について 

日程第１６ 議案第１３号 駿東伊豆地区消防救急広域化協議会規約の変更について 

日程第１７ 議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定について（田町コミュニティ防災セ 

             ンター） 

日程第１８ 議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定について（奈良本地区多目的研修集 

             会施設） 

日程第１９ 議案第１６号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町いきいきセンタ 

             ー） 

日程第２０ 議案第１７号 平成２６年度東伊豆町一般会計補正予算（第１０号） 

日程第２１ 議案第１８号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第２２ 議案第１９号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第２３ 議案第２０号 平成２６年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号） 

日程第２４ 議案第２１号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２５ 議案第２２号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第３号） 

追加日程第１ 発議第２号 駿東伊豆消防組合への加入に対する付帯決議について 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成27年東伊豆町議会第１回定例会第２日目は成立いたしましたので、開会いた

します。 

  なお、会計課長が一身上の都合により本日の会議を欠席するとの届け出がありましたので、

御報告をいたします。 

  これより直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 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、これを許可いたします。 

  ６番、藤井さんの第１問、水道料金の値上げについてを許します。 

  ６番、藤井さん。 
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（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 皆様、おはようございます。 

  今議会で３問の通告をしてありますが、一問一答でよろしくお願いしたいと思います。 

  昨年の12月議会で私、水道料金の値上げに関しては質問した経過がございますが、その後

まだ回答にちょっと全面的に納得できないところやら、勉強すればするほどちょっと疑問が

増してきたりしましたので、再び質問させていただくことにいたしました。 

  １番、水道料金の値上げについて。 

  水道料金等審議会の答申を受けて、町は25％の値上げをするという。間もなく10％になる

消費税を加えると27％というような大幅な値上げとなり、町内経済への影響が大きい。そこ

で私は以下の点を伺いたいと思います。 

  値上げするに当たって、事業努力・工夫はどうなされたか。 

  それから、２番として、これまでの百山荘跡地の購入など幾つかの失敗は水道会計全体に

どう影響しているか。 

  それから、３番としまして、簡易水道、別荘地、ホテル旅館など大口利用者も同一の値上

げであるかどうか。 

  それから、住民説明会を開催する予定はあるかどうか。前回ではたしか、しないというふ

うにおっしゃったような経過がございますが、であれば、なぜしないのか等を含めましてお

伺いしたいなというふうに思います。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） おはようございます。 

  藤井議員の第１問、水道料金の値上げについては４点からの質問ですので、順次お答えい

たします。 

  まず、１点目の上げるに当たって、事業努力・工夫はどうなされたかについてですが、過

去20年以上にわたり、水道施設遠方監視システム導入や検針の隔月化による人員減などのコ

スト削減を推進してきましたが、水道課自体での費用削減も限界となり、水道料金等の改定

を実施しなくてはならない状況となりました。 

  今後は、高所に水源を求め、自然流下で送水することにより、動力費や薬品費などの費用

削減を図っていきたいと考えております。 
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  ２点目のこれまでの百山荘跡地購入など幾つかの失敗は水道会計全体にどう影響している

かについてですが、土地購入費、工事請負費、調査委託費などは、事業経営に係る損益とは

関係なく資本的支出から負担しております。この支出は投資的費用の性質がありますので、

現金は減少しますが、完了後は固定資産となり、料金改定の直接的な影響とはなっておりま

せんので御理解をお願いいたします。 

  ３点目の簡易水道、別荘地、ホテル、旅館など大口利用者も同一の値上げかについてです

が、水道料金の改定は、給水条例第24条で規定している基本料金、超過料金及び用途別料金

について全て25％の改定率で改正いたします。 

  ４点目の住民説明会の開催はについてですが、「広報ひがしいず」やハイキャットなどで、

水道料金等の改定に至った経緯や諮問・答申の内容を住民にお知らせしております。また、

議会承認後「広報ひがしいず」に詳細を掲載する予定でありますので、住民への説明会を開

催すること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、私ども全て町の事業は税金でこ

れを運営されているわけであって、その１円たりとも無駄のないようにということで町長も

使っていると思うし、私どももそれをチェックする役割ですので、どういうことかなと疑問

があれば全部聞きたいというふうに思っております。 

  それで、ただいま料金改定の影響というんではなくて、私はこれまで幾つか水道事業にも

失敗があったと、その中で、それは今回の料金改定にどういうふうに反映するかということ

だけではなくて、今、町長がおっしゃられたように事業の経費だから、あるいは３条予算、

あるいは４条予算だからという形で、料金収入のほうではマイナスだったけれども、それだ

けではなくて水道会計全体に対して、どういうふうに影響はあるのかというふうに伺ってい

るわけですよ。今回の料金改定には、直接的な影響はないということかと思います。しかし、

私はこれはどのように努力されたのかということで伺ったわけですけれども、企業努力、企

業でいえば企業努力、水道事業会計でいえば水道事業の努力として、単に人口が減ったから、

あるいは観光客が減ったからということで、これは料金収入が減ったんでやむを得ず値上げ

するんだということだけでは、私は町民としては納得できない、私も納得できないんで伺っ

ているわけです。 

  例えば、百山荘の跡地に関して、これは町長就任される前ぐらいから、議員だったくらい
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のころに買ったものだし、必ずしも責任云々かんぬんではなくて、そのことがいわば土地が

塩漬けといいますか売れないであるわけですよ。そういったものは水道会計にどういうふう

に赤字として計上されていくのか、会計が３つの方式になっていると、資本的支出、それか

ら料金的な問題を扱う部分、それから留保資金という形であるというふうなことは、説明も

課長にも伺ってよくわかりました。その中でやはり一つの事業、水道事業会計であるからに

は、幾つかのその失敗があった。そういったものがやはり影響しないということはないわけ

で、そっちがマイナスになれば当然留保資金のほうに積み立てができない。積み立てができ

なければ料金収入のほうに還元もできない。赤字になっていくというふうな方式になると思

うんですよ。 

  そういったふうなことでの水道会計全般に対する影響はどうかというふうなことを伺った

わけですけれども、残念ながら今、値上げに対する影響は直接的ではないというふうな影響

を受けたわけです。そのことはさておいて、例えば百山荘の跡地を売るにしても、インター

ネット公売なんかね、各自治体で今現在行っているわけですよ。これは県であるとか市町、

ヤフオクの自治体公売なんていうところをごらんになれば、億の単位から下はもう何十万と

いうようなマンション１室でも、これは自治体が競売といいますか公売にかけているという

事実があるわけです。そういった努力はしたのかどうかというふうに伺っているわけですよ。 

  それと、電気代が上がったので、ポンプアップしているので動力費がこの間かさんだとい

う説明も一つあったと思います。それであれば、現在電力というのは東京電力以外からも買

えるわけですよ。その話は私は以前確かに町長にどうですかと、ＰＰＴ、電気を今は新電力

というふうに言うようですけれども、いうふうなものを買って安くするという努力はされた

のかということを伺いたいわけですね。 

  例えば、ここにちょっと張らなかったんですが、ありますけれども、これは南伊豆さんの

例ですよ。後でよろしかったら見ていただければと思いますが、２年間で800万円の電気代

を節約したと言っているわけですよ。年間400万の経費を削減できたと、25年、26年で。年

間で400万です。２年間で800万の電気代を安くできたというふうに南伊豆さんの例でも書い

てあるわけですよ。ですから、私はそのような形の努力もしたのかどうか、そのことを伺っ

ているわけです。 

  それと同時に、先議会でもお尋ねしたように、第２中継所の破産についても、町長は私に

は責任はごめんなさいと言ったから、いいというふうなことですけれども、そのことも含め

て、これは答弁では、私たちが知り得る範囲では約１億円の損害であったというふうにお答
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えいただいているわけですよ。そのことも含めて、それから、もう一つ申し上げたいのは、

後でも出てきますけれども、水源探査の問題もこれはもう明らかな失敗だったというふうに

思いますので、これなんかも含めて大体どのぐらいの失敗を出して、幾らぐらいの経費かか

って、そのことが一切水道事業会計に影響がないと断言できるのかどうか、私はその辺が今

回の料金改定の前に、やはりその辺を明らかにしておかないと、町民はこれだけの大幅な各

家庭でどうですか、600円から、あるいは試算では900円ぐらいの家庭が多くなるというふう

な、ハイキャットなどでもそのような説明されていたようですけれども、水道課の方が出て

ね、そういうような中で、やはり家計に非常に多大な負担になるし、それから、大口旅館、

そういったところ、あるいは別荘地等々も現在は非常に高い料金の水を買っているという思

いがあるわけですよ、別荘地の方たちがね。 

  御存じのように、水道料金に関しては使うえ使うほど、どんどん高くなるような逓増方式

になっていますので、これは大口のところはちょっと経済的な影響は大きいんではないかと

いうふうに思うわけですよ。アップ率は確かに25％で統一しているということでございます

けれども、それだけに大量に大口に使うところの経済的な打撃ですね、それは大きいんでは

ないかと私、考えますので、このことがやはりここに持ってくるまでに、もう少し企業努力

といいますか、先ほど申したような努力はされるべきだったんではないかというふうに思い

ますので、その点について再び伺いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは水道料金、これは値上げをしないのが一番いいんですよ。藤井

議員の言っているように。しかしながら、今、現状で壇上でも言ったように、もう町は町で

もう水道施設の遠方監視システム導入とか人員削減やっております。そういう中で、どうし

ても18年に１回やらしていただきました。18年から最後まで10年ぐらいかかった中で、今回

また水道料金値上げ改定させて、諮問いたしました。 

  そういう中で、今回反省しなければならないのは、先ほどの今回の委員長が言ったように、

値上げしなくても値上げしても、とにかく５年に１回ずつ水道審議会を開いた中で、水道料

金のことを皆さん方に知らしめたほうがいいのではないかということを言われましたもので、

なるほどなということで、今後は水道料金の値上げをする、値上げをしないにかかわらず、

５年に１回は必ず水道料金審議会、私が当時首長ではなくなると思いますから、そのときは

引き継ぎの中で、こういう意見があるもんで水道料金の審議等は５年に１回、もう必ず値上

げするしないにかかわらず開いたほうがいいですということは引き継ぎの中で言っていくつ
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もりでございます。 

  それで、とりあえず今回何しろ壇上で言ったように、町のほうではいろいろ水道料金審議

会もやるにやった中で、どうしてもこの水を町民に安心・安定でやるためには、どうしても

この25％、実は町は本当は30％を諮問したんですよね。30％を諮問したけれども、藤井議員

が言ったように、その大口旅館とか考えた中で、ちょっと30％は厳しいと、25％、企業努力

した中で25％でやってみなさいということを審議会から答申を受けましたもんで、一応25と

いうことでやります。当時の答申は30です。30ですけれども、藤井議員が言ったように大口

のことを考えれば一応５％の中で25、これを皆さん方にはわかっていただきたいと思います。 

  それで、百山荘の購入とかいろいろな、これは実際壇上で言ったように料金改定の直接的

な影響とはなっておりません。さらにインターネット公売ですね、これはいろいろ提案され

たような、一応百山荘に関しましては、どこか買うところがないかと手を広げておりまして、

インターネット、しかし、税務課におきましては、もうインターネット公売やっております。

しかし、今、藤井議員が言われましたから、この百山荘に対してはインターネット、しかし、

基本的にはもう安ければ、当時買った金額以下で町は売れないもんで、それは御理解願いた

いと思います。基本的にはやはり固定資産となりますので、このあくまでも財産になってき

ますもんで、これは町は買った以下の金額では売れない、これだけは理解していただきたい

と思います。これが例えば何十万買っても500なら500で売ればいいではないかと、それは赤

字になります。その辺はちょっとできませんもんで、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに電気代の関係ですね。これは皆で一応町も検討いたした中で、なかなか東電さん、

送電線のこと、いろいろな関係もありますもんで、うちの町では東電さん、それで一応検討

はいたしました。そういう中で東電さんしかなかったというのが現状と思います。 

  そして、藤井議員は水源探査が失敗と言っておりますけれども、私は失敗とは思っており

ません。たまたま結果が出なかっただけであって、これが今なるべく経費削減をやっている

中で今、熱川、稲取でやってきましたけれども、たまたまちょっと結果が思わしくなかった

という中で、私はもう失敗という言い方はおかしい、これはそういう水道料金を上げないた

めに、これはやらなければならない事業、そう考えておりますもんで、私はたまたま結果が

思わしくなかったという解釈でございます。失敗ということは事業に失敗したということで、

失敗とは結果が思わしくなかった。これは私は違うと考えておりますもんで、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） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 私は、これは幾つか疑問ある中で、例えば百山荘の跡地が買った値段

より安くてはいかんということであれば、これは全然、当時のバブルのころに例えば買った

のと、今現在は土地なんていうのはすごい急落しているわけですよ。そういう中で、しかし、

いつまでも塩漬けにしておくよりは、これは公売に付すということであれば何もやぶさかで

はないと思うんですよ、売ることに関して。それは１円でも下回っては売れないんだという

ことであれば、では、買った当時の価格以上で売らなければ何か違反かとか何か、そんなこ

とはないと思うんですよ。今まで幾つかそういう例はあるんではありませんか。 

  いずれにしましても、そういうような企業努力、それから、電気代なんかも安くするよう

な方式を、よその町でやっていて自分の町でやれないということもないわけで、また、一般

企業でも現在はもうかなり電力の小売自由化という形でやっているわけですよ。ですから、

それに関して、これはここの部門なら、ここの部分だけでもできないかとか、あるいはポン

プアップするのに深夜電力等々をもっと活用できないかとか、そういう最低限のよその町や

ら現在はもうかなり一般化しているようなこの電力の自由化、新電力といわれる、これまで

の一般的な電気事業者といわれる大手の10社以外にも、もう既に百数十社という特定規模電

気事業者、新電力、前にはＰＰＴとか何とか言っていましたけれども、そういうような電力

会社がありまして、それはもうかなり自由に一般のところで使っていて、やがて間もなく一

般家庭でも平成28年以降は、一般家庭でも電気が自由に電気の会社を選ばれるという政府の

ほうのこれは方針なんですよ。これもエネルギー省のホームページからとっているんですが、

そういう中で、ずっと旧態依然として一つの電気会社から買って、電力がアップしたんで何

とか値上げせざるを得ないなんていうふうなことだけでは、町民は到底納得できないという

ふうに思うわけです。 

  それと、大手の別荘地の中でも例えば別荘地にはこういった問題があるかと思うんですが、

開発して、そこの開発業者が倒産か何かでいなくなってしまうと。そうすると、水道事業だ

けが残ってしまうということがあるわけですよ。つまり町はその別荘地の入り口までは町の

導水管が来ると、そこから先はどうぞという形で業者が請け負うわけですよね。ところが、

その会社がいなくなってしまったということで、これに対しての例えば故障とか水の出が悪

いとか、そういった問題に関して、これはそういう苦情は事実あると思うんですよ。私は聞

いているんで、そういった問題に対するメンテナンスなんかどうするのかという問題が１つ
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です。 

  それから、この前、大川の人たち４人とちょっと会ったんですけれども、その方たちが言

うには、あそこの第２中継所の中継ポンプの水なんか私らは使っていないんだと、つまりあ

そこでの失敗なんかは自分たちは負担する気はないと。大川は大川で昔から自分たちの水を

自分たちで飲んできたんだから、町がそこのところを町の水だというふうに言ってとったり、

あるいは値上げというふうなものをこっちに持ってくるのはお門違いだというようなことを

私らも耳にしたりしますと、今のメンテナンスの問題と、その簡易水道といわれる部分でし

ょうか、そういったところの細かい手当てしていかないと、単に値上げというふうに一律全

部やると、やはり反発もあるんではないかと思いますので、その辺の本来的には住民説明会

やるべきではないかと思うんですが、町長はやらないということで、いろいろなそのほかの

広報とかハイキャットでお知らせするんだということなんですが、皆さんにそれだけ納得さ

せたほうがいいんではないかと私は思っているんですが、皆さんはそういった意見も持って

おります。 

  そんなところで、値上げすると、あと具体的な数値として各家庭では４人家族で例えば30

立米くらいですか、一番多いかなと思うんですが、その辺だとどのくらいの値上げの金額な

のか、今、幅は伺いました。ですから、それをもう少し具体的な金額として大体どのくらい

の値上げになるよということもちょっとお知らせいただくと助かりますが、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） 基本的には、この水道料金の値上げ、本当申し上げますと電気料金も

一部なんです。電気料金が全てではありません。これだけは理解していただきたいと思いま

す。いろいろな経費もあり、電気料金も一部ですよという中でやっています。その中で電気

料金に関しては深夜料金とかいろいろなことも町はやっております。しかしながら、今、藤

井議員が言った、いろいろな業者ですね、これをまだ検討する余地はあります。しかし、当

時今までは東電さん以外はこっちに来ないとか、そういうこともありましたもんで、それが

果たして今、言った業者がこの町に参入できるかどうか、これは検討しなければならないと

考えております。今まではその苦慮したというか、そういういろいろな面の中でも東電さん

がメリットが全然高いということを聞いておりましたもんで、そういう中でそういう業者さ

んというが、この町へ入ってくるメリットというものがあるかどうかということを、またい

ろいろ検討した中で、それは電気料金が安くなれば、それは大変ありがたいことですから、
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それは一つ検討させていただきたいと思います。 

  さらに簡易水道の問題、これは本当は一番危惧したのは区長さんとも一番危惧したのは、

この水道料金を例えば、開催したとした場合にね、やる前に、そしたらもう混乱するのは間

違いないですよ。住民はね、必ずもう値上げしたら困るという中で、一応もう住民説明会を

開催したら混乱してしまって、もう水道料金の値上げなんて全然そんなことできないもんで、

当然我々もそういうことを危惧いたしましたし、以前にもこの水道料金等審議会の中で水道

料金値上げで住民説明会を開催しなかったことは、要するに一般町民はこれを上げなければ

上げないほうがそれは一番いいことですから、それをこの水道料金を何％上げさせていただ

きますと住民説明会を開いたら、これはもう混乱してしまって、もうどうしようもないとい

う中で、町といたしましてはその水道料金等審議会の中で審議していただきました。その中

で議会のほうからもいろいろこの経緯に至ったことを住民にちゃんと説明したという中で、

職員もハイキャットに出演いたしまして、その辺の事情をちゃんと説明いたしましたし、今

後も丁寧にその辺は教えて啓蒙、知らしめるし、町民には知らしめていきたいと考えており

ます。 

  さらに今、分譲地とかそういうことも問題が出ました。基本的には町は分水しているもん

で、基本的にはもう分譲地の中は分譲地の中でやってもらう。あくまでも町は分水ですから、

そこまではやります。分水した分譲地中は分譲地の中でやってもらうというのが、これは基

本ではないかと私は考えております。また、そういう苦情がうちの町へ来ているかどうか、

また原課にちょっと報告させます。私はそういう報告はまだ受けておりませんもんで、その

辺のことをちょっとまた事務的なことは課長より答弁させます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） まず、分譲地の水道の件ですけれども、下田の保健事務所のほう

から、そのようなことはちょっとありましたけれども、うちのほうに具体的にはまだ来てお

りませんので、今、町長が申しましたように分譲地側の水道につきましては、もう全てそち

ら側で管理するということになっておりますし、当町の分譲地、山側にある分譲地はほとん

ど給水区域外のところでありますので、当然そのようなところにつきましては分水契約、分

水協定を締結しておりますので、その中でも何かあった場合には、そちらで全部やるという

ふうなことになっております。 

  それから、水道料金の25％改定した場合に、どのぐらいの値上げ幅になるかということで
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ございますけれども、今回基本料金、超過料金ともに25％の改定率で行った場合ですけれど

も、標準的な４人家族の世帯で申しますと、大体２カ月で60トン、60立方メートルぐらい使

うのが標準的だと思いますけれども、この場合ですと、２カ月で1,696円値上げとなります。

１カ月に換算しますと848円ということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、水源探査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） ただいま第１問での水道料金の中でもちょっと触れたんですけれども、

水源探査の問題がこれはこの間ありまして、町が白田川、ほとんどの水源ね、現在白田川か

らとっているんで、取水して、それを熱川地区、稲取地区に送っているんで、非常に動力費

等もかさむんだということから、なるべく山の上のほうに水源を求めて、それを自然流下さ

せるという方式にしたいということだったかと思うんですよ、この水道事業計画ではね。そ

れは私らも非常にいいアイデアなと思って、私も非常に期待した経過がございます。そうい

った水源を現在求めてきたというか求めているという最中だと思うんですけれども、過去２

回やったけれども、出なかったというふうな報告だったわけですよ。ですから、出なかった

ということが、どういう理由なのか、それに関してどういうふうな契約だったのかとか、幾

つか細かい点、疑問の点を、ここにちょっと書き出してあります。 

  １点目は、熱川地区の電気探査はどの場所で、その費用はどのくらいだったのかといった

ことですね。 

  それから、稲取地区ではボーリング調査まで行ったということですけれども、どんな契約

をされたのかというようなことです。 

  それから、３点目では、23年度から26年までのこれまでの過去の水源調査に各年度どのぐ

らいずつ使ってきたのかということを伺いたいと思います。 

  それから、今後、３号井の近くで水源探査を行うんだというふうなことを、これは町長の

施政方針なんかでも語られていますし、今までも何回か私どもも耳にしております。これに

ついては、どういうことなのかちょっと伺いたいというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 
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○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問、水源探査については４点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  １点目の熱川地区の電気探査の場所は、また、その費用はについてですが、23年度に実施

した熱川地区の電気探査につきましては、三井大林別荘地の東側及び西側一帯を調査いたし

ました。東側で1,200メートル、西側で900メートルを調査いたしました。業務委託料につき

ましては1,267万3,500円でございます。 

  ２点目の稲取地区のボーリング調査はどのような契約だったかについてですが、稲取地区

の試掘調査の契約内容につきましては、受注者が明治コンサルタント株式会社で、業務委託

料は4,095万円でございます。25年５月29日に委託契約を締結し、26年２月28日に完了いた

しました。調査業務の内容につきましては、熊口水源の南側を口径31センチ、深さ300メー

トルの井戸掘削を行った内容でございます。 

  ３点目の23年度から26年度までの水源調査にそれぞれ幾らかかったかについてですが、26

年度の水源調査につきましては執行いたしませんでしたので、25年度までの調査委託料につ

いて申し上げます。 

  23年度の奈良本地区水源探査業務委託が1,267万3,500円、24年度の稲取地区水源探査業務

委託が1,228万5,000円、25年度の稲取地区試掘調査業務委託が4,095万円でございます。 

  ４点目の今後、３号井近くで再び行うとのことだがどうかについてですが、３点目で申し

上げましたように、26年度に予定しておりました水源調査につきましては、来年度へと先送

りさせていただきましたので、27年度には予定どおり３号井付近で試掘調査を行う予定でご

ざいます。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） ただいまお答えいただいた点で、さらに疑問が増したといいますか、

これは町長、先ほど失敗ではなかったというふうにおっしゃったようですけれども、奈良本

地区の水源探査、これは電気探査ということでございますが、これ会社は応用地質株式会社

でよろしいですか。応用地質さんの静岡営業所だったでしょうか。そうですね、はい。 

  それから、こちらの熊口水源のほうでやったという稲取地区に関しては、今おっしゃられ

たように明治コンサルタントと。 

（「電気探査」の声あり） 

○６番（藤井廣明君） 電気探査が明治コンサルタントですか。応用地質さんが電気探査、両
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方やったという意味ですか。 

（何事か言う声あり） 

○６番（藤井廣明君） 今ちょっと…… 

○議長（鈴木 勉君） 休憩しますか。 

○６番（藤井廣明君） いや、いいです。いずれにせよ、電気探査をかけてから熊口水源のほ

うもやったということだと思うんですよ。 

  この図面をつくられて、これはこの前も私、提示したんで、今日はダブっても仕方がない

んで、そこに掲示はしなかったんですが、こういった図面、皆さんもう持っていると思うん

ですが、こういう調査に基づいて行ったということで、もう一度整理しておきますと、熱川

地区に関しては応用地質さんと、電気探査ですね、という、電気探査ですよ、電気探査に関

しては応用地質さんだと。それから、熊口水源のほうの稲取地区に関しては電気探査も行っ

たということで理解でよろしいですね。 

（「暫時休憩」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時０６分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  引き続き藤井さんの質問をよろしくお願いいたします。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） これ稲取地区の熊口水源近くでボーリング調査まで行ったという調査

でございますが、ボーリング調査には4,095万円かかったという御答弁かと思います。それ

については電気探査も行ったんですね、それが千二百何十万でしたね。で、この電気探査は

どの会社が行ったんでしょうか。今、言っているのは稲取地区の水源探査における電気探査

の件です。その会社名をお知らせください。ボーリング調査はこれは明治コンサルタントと

いう理解でよろしいですね。 

  そうしますと、残念ながらこれは出なかったという結論だったということなんですが、そ

れに関しては電気探査したんだから、これは出るところを、どこの辺が出るかなという形で



- 102 - 

 

やったと思うんですよ。やったにしては熱川は出なかった。出なかったというよりも出る見

込みがなかったということでしょうね。電気探査だけで、もう諦めたということは高台だか

ら出ないのか実際難しいのかということになると、この先、水道の事業会計にもこれは非常

にかかわってくる問題ではないかと思うんですが、片方はもう出ないというふうな結論とす

れば、稲取地区だけが希望なのかということになるわけですよね。 

  いずれにせよ、片方の熱川のほうは電気探査かけたけれども、これは出る見込みがないと

いうことでボーリング調査はしなかったということだと思うんですよ。こちらの稲取地区の

水源探査行ったけれども、地下300メートルまで掘ったと。掘ったところの標高は大体どの

くらいですか、あそこは。これは後でも結構ですから、ちょっとお知らせくださいね。 

  それと、このボーリング調査の契約はどんな契約だったというふうに伺っているんですけ

れども、具体的な、どこにどんな会社がやったということはわかりましたけれども、どの会

社とどういう契約をなされたのか、契約の内容ですね、それについてちょっとお尋ねしたい

と思います。 

  それから、３号井で…… 

（何事か言う声あり） 

○６番（藤井廣明君） どんな契約だったかという内容ですよ。それと、３号井で今後行うん

ですけれども、それの契約に関しても、またどういう契約を結ばれるのか、また、３号井周

辺では電気探査というふうなものはかけいないでそのままやるのかどうか、その辺も伺いた

いと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは水道課長から答弁いたさせます。 

  まず、熊口水源の電気探査は応用地研さんが同じようにやりました、水源探査。基本的に

は今回の水源探査につきましては、プロポーザル方式で入札を行っております。基本的には

プロポーザルといいますと、藤井議員もわかっておりますと思うけれども、企画を提案して

もらいました企画提案能力のあるところでやると。 

  まず町といたしましては町の指名入札に出ている大手10者に、まずこの入札に参加する意

思はあるかどうかを確認いたしました。10者です。その中で４者が一応、では、この入札に

プロポーザルでやりますというような４者が、とりあえずこのプロポーザルを応募してきた、

やってきました。そういう中で応用地研さんがトータル的な面でいいんではないかという中

で、応用地研さんに、まず熱川探査をやっていただきました。 
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  しかし、熱川におきましては、もう常識的にあの付近やると水がありますもんで基本的に

は私は出るんではないかと、皆さん方も出るんではないかと期待した中で、もう電気探査や

った段階で、もうこの付近では水は掘っても出ませんよということで、熱川地区ではもうボ

ーリング調査はやりませんでした。しかし、稲取地区において、やはり今度は応用地研さん、

何回やってもやはり前回プロポーザルでやりましたから、そういう中で一番いいのが応用地

研さんというんですか、やはり稲取地区におきましても、その人にやっていただきました。

そういう中で今回の電気探査の中では期待が持てる、そういうことを言われました。熱川よ

りかも数段期待ができるということを言われましたもんで、私たちも本当それは期待いたし

ました。そういう中で、今度は委託として明治コンサルタント、それが試掘調査をやりまし

たけれども、結果的には本当に残念ながらちょっと水源に当たらなかった、これが事情がご

ざいまして、その辺は御理解願いたいと思います。 

  あと、事務的なことは水道課長から答弁させますので、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） ボーリング調査の契約の内容でございますけれども、先ほど町長

も答弁いたしましたように熊口水源の南側を口径31センチ、深さ300メートルの井戸掘削を

行ったということで、先ほど町長が申したとおりでございます。 

  それ以外の内容でございますけれども、ケーシングといいまして、ステンレス鋼管をその

井戸掘った31センチの井戸の中に口径20センチのステンレス鋼管を挿入する内容のものもあ

ります。それから、揚水試験や水質の分析等々を行った内容でございます。 

  それから、26年度に行う３号井付近の探査の内容でございますけれども、内容としては細

野高原、25年度で行った細野高原の内容と同じでございます。 

  それから、場所につきましては、既に２カ所候補地がございますので、そのうちのどちら

かを一応掘削をする予定でございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ちょっと訂正させていただきたいと思います。 

  電気探査を、私「応用地研」と言いましたが、これは「応用地質」の間違いでございます

ので、その辺訂正をお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 
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（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 今、伺いますと、これはあくまでも稲取地区の4,095万円かかった水

源探査について伺いたいと思うんですが、それで出なかったと言われましても、私たち町民

は、ああ、そうですかというふうに簡単に納得するわけにいかないんですよ。なぜなら今、

聞いた契約はこれはプロポーザル方式だったということでございますけれども、プロポーザ

ル方式というのはこれは随意契約ですよね、随意契約。であれば本来一般的に4,095万方の

ボーリング調査をかける場合の工事に関して、これは随意契約ではあり得ないと思うんです

よ、あるいは随意契約だとすれば失敗はあり得ないというふうに私どもはちょっと庶民感覚

といいますか、思うんですよ。 

  いや、町長笑っていらっしゃいますけれども、4,095万円という金はあだおろそかではな

いわけですよ。随意契約に関してプロポーザル方式ということは…… 

（「暫時休憩してください」の声あり） 

○６番（藤井廣明君） 提案型…… 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１３分 

 

再開 午前１０時１５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  藤井さんの一般質問を継続してください。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） ですから、私は先ほどから電気探査とボーリング調査に関しては厳密

に分けて聞いているわけですよ。ですから、間違いなく課長からの答弁もいただいているわ

けですけれども、これはボーリング調査に関してプロポーザル方式で行ったというふうな答

えだったと思うんですよ。これは町長もおっしゃるように企画提案型だということでプロポ

ーザルという言葉自身が、これはもう企画とか提案というふうな内容ですので、今までの方

式とは大分違うわけですよ。そうであれば、これはどういう内容かももう少し説明しないと

いけませんけれども、いずれにせよ、これは契約の種類としては、いいですか、これは随意

契約になるわけですよ。ですから、随意契約というのは普通は公企業体なんかが発注すれば、
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かなり厳密に資格とか何か問われなければならないわけですよ。 

  その中で、なぜ随意契約でやって水が出ないという結果だったのかということに関しては、

私どもは町民としましてちょっとこれは納得できないなと。つまりプロポーザル方式という

のはあれでしょう、企画提案型ということは、町がこれこれの水を出してほしい、この辺か

ら取水してほしいという企画を出されたわけでしょう、水道課長、そうですよね。これに関

しては普通、事業者が何者かあって、これは専門的にこの会社なら間違いないとか、一般競

争入札にしない例外規定が確かにありますよ、これ、地方自治法の施行令の中に例外規定あ

ります。 

  例えば緊急の必要によって競争入札はできなかったとか著しく不利ということがわかった

とか、あるいは例えば身体障害者の施設とかそういったところの入札で、これはちょっと難

しいとか、あるいは入札に関しては一般競争入札が原則であるという中でプロポーザル方式

を選定したというふうにおっしゃっているわけですから、そのプロポーザル方式の中で明治

コンサルタントというふうなものを選んだわけですけれども、これに関して、それでは伺い

ますが、首ひねっているようですが、その明治コンサルタントからどういう提案、企画が出

されたのか、それ現在出せますか。出せるんであれば、ぜひそれもあわせて出していただき

たい。 

  それから、さっき４者がプロポーザルに応じたと町長おっしゃいましたよ。その場合の４

者のそれぞれの提案書、企画書、これも必ずあると思うんで、それもぜひ拝見したいと思い

ますので、その中から１者に絞って、この明治コンサルタントというふうなものした理由に

ついて、どういう点がすぐれていたかについて伺いたいと思います。 

  それから、これはどうして明治コンサルタントというのが出てきたのか、あるいは電源探

査やった応用地質さんという会社も、どういう形で知り得たのか等々も、その経過等につい

て伺いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私ちょっと議会に言いたいのは、一般の町民が全部聞いてくれと言え

ばいいんですけれども、藤井議員さんだけの意見を聞いて、トーンを聞いていますと、藤井

議員さんのやつで町がやったと考えられては困るんですよ。町は基本的には藤井議員さんの

やつとは全然違いますから、そういう意味で今後は議会の方にお願いしたいのは、この一般

質問を全町民が全部聞いていればいいんだけれども、たまたま一部、今、藤井議員さんのこ

とを聞いた中で、ああ、そういうことかと誤解されるのが一番困るんですよ。だから、これ
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からちょっと議会の方はその辺等、また議運のほうで諮っていただきたいと思います。 

  それでまず１点目、プロポーザルは応用地質さんです。あくまで電気探査だけです。明治

コンサルタントは試掘、これは指名競争入札でやりました。今のやつ聞きますと、全てプロ

ポーザル、それも明治コンサルタントさんですか、全然違うんですよ。それで一般町民が私

の反論を聞いていればいいんですけれども、それを聞かなかった場合、全然もう違う意識に

なってしまうんではないですか。事務的なことは、また水道課長に説明いたさせますけれど

も、そういう今後また、私はまた議会のほうに投げかけていきたいと思います。現実はそう

いうことですから、また町民の皆様方々、理解をよろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） 水源調査の契約方法のことについてでございますけれども、今、

町長が申しましたように、23年度、24年度に行いました電気探査、これにつきましては23年

度がプロポーザル方式で応用地質株式会社、24年度はプロポーザルではなくて指名競争入札

で、また同じく応用地質株式会社が受注をしております。それから、25年度のボーリング調

査、これにつきましては明治コンサルタント、これは指名競争入札で、23年度初年度だけが

プロポーザル方式で行ったという内容でございます。 

  プロポーザル方式においても指名競争入札においても、一応業者選定をするときには、当

町に入札参加資格申請が提出されているというのが最低条件でございますので、その中から

水源調査とか、あるいは地下水の調査等、実績を要する業者の中から選定をしております。

その中で最終的に上位10者をプロポーザル方式ですけれども、上位10者を指名をして、参加

をしていただいたのが４者ということで、その中から選考委員を立ててポイントの高いとこ

ろに決まったという内容でございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、風力発電についてを許します。 

  藤井さん、第３問。 

○６番（藤井廣明君） いや、答弁漏れがちょっとあると思うんですが。 

○議長（鈴木 勉君） 第３問しないんですか。 

○６番（藤井廣明君） えっ。 

○議長（鈴木 勉君） 第３問ですよ。 

○６番（藤井廣明君） しますよ。ちょっと答弁漏れがあるんですけれども…… 

○議長（鈴木 勉君） ちょっと暫時休憩します。 
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休憩 午前１０時２４分 

 

再開 午前１０時２５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  ただいまの藤井議員に対する答弁が漏れているという指摘がございますので、町長よりお

願いいたします。 

  町長、どうぞ。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 業者の提案書が手元にありませんもんで、後で藤井議員にまたお知ら

せ、お示ししたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） 業者の関係ですけれども、先ほど言いましたように…… 

（何事か言う声あり） 

○水道課長（山口 誠君） いいですか。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、風力発電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３問、風力発電についてをお尋ねいたします。 

  これは私が一番初めから、この問題に関しては非常な危惧を持っておりましたので、現在

三筋山のほうに風力発電が続々と建っているというでちょっと危惧しているわけです。そう

しますと、現在建って、全部建ちますと34基の風車に囲まれる町になるということで、私は

これは非常にこれでいいのかという思いでおります。 

  これちょっと、まず見ていただきたいんですが、風力発電の建つ前と現在の状況です。ち

ょっと見ておいてください。 

  それでは、質問に移ります。 

  いつ稼働するというふうに事業者から伺っているかということです。 

  それから、巨大な人工構造物が山の上に林立したわけで、写真で見るよりは、これは実際
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上行ってごらんになったほうがよほど大きくて、見た方がみんな「あんな大きいとは思わな

かった」というような感想を漏らしております。そういった意味では大きく自然景観とは相

入れない、これを壊したんではないかと思いますけれども、それについては町長どんなふう

にお考えか。 

  それから、これに関しては河津町とうちの町の町境にありますけれども、うちの町の土地

も使っているわけですね。それに関して、どのくらいの面積を貸して、あるいはそこにあり

ました立木ですね、そういったものはどのぐらい伐採したのか、それに関するそれぞれの金

額はどうだったのか。それから、見込まれる固定資産税はどうかと、その額等わかれば見込

みで結構ですからお知らせください。 

  それから、そこに稜線にずっと並べたわけですけれども、そこは御存じのように天城三筋

山遊歩道というふうなものがあるわけで、それは町も県もお金を出して維持してきた経過が

あるわけですね。そういう中で、そういうものについての扱いは今後どうなるのかいうこと

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、風力発電については４点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  １点目のいつ稼働すると聞いているかについてですが、細野高原の上、三筋山周辺の風車

について、ユーラスエナジー河津が河津町内に建設中の風車は10基であり、現在順次調整運

転を行っており、この５月には営業運転が見込まれると伺っております。 

  東京電力が、当町の行政区域内に建設計画をしている風車は全計画基数11基のうち５基で、

そのうち行政区域内に２基、両町の行政区域にまたがるものが３基で、残りの６基は河津町

内に入りますが、工事は全て完了をしておりません。 

  東京電力が経済産業省に提出している電源設備の供給計画では、この８月から営業運転の

開始が見込まれていると伺っております。 

  ２点目の巨大な人工構造物が建ち、自然景観を大きく損ねたが、どう思うかについてです

が、風車は見る場所により、また見る人により大きく心象が異なります。日本各地には、山

間地の稜線をいただく場所に建設された風車の光景が多く見かけられ、景観の一部となって

いるところもあり、風車が著しく自然景観を損ねているとは考えておりません。 
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  ３点目の当町が貸した面積と伐採立木の数量、それぞれの金額は、また見込まれる固定資

産税の額はについてですが、当町が東京電力に貸し付けた土地の面積は、６号機から15号機

の間の架設道路や風車サイトなどを含む施設施工区域１万451平方メートルに加え、隣接し、

区域の保全が義務づけられている残置森林分３万9,856平方メートル、合計５万307平方メー

トルで、それぞれの土地の単価は１平方メートルにつき15円と３円で、年間の土地賃料は27

万6,341円となっております。 

  また立木補償費は、施工区域内の杉、ヒノキ、その他広葉樹が対象で、合計が492本、補

償額は202万5,341円となっております。 

  次に、見込まれる固定資産税につきましては、当町にかかる風車は５基が対象となり、償

却資産の課税対象となりますが、工事完成後に資産の申告をしていただき課税されるもので

すので、現時点では税額を算出することはできません。 

  次に、４点目の天城三筋山遊歩道はどうなるかについてですが、天城三筋山遊歩道は、東

伊豆町及び河津町とそれぞれの財産区等の関係団体が天城三筋山遊歩道管理運営協議会を組

織し、その管理運営を行っております。 

  現時点では、遊歩道の最終的な取り扱いについて決定には至っていないことから、今後変

更の可能性もあることを前提に説明させていただきますので御理解ください。 

  風力発電所の建設工事用道路は、既設の遊歩道とかなりの部分で重複する形となっており

ますが、風力発電所が完成し、運用を開始いたしますと工事用道路がそのまま発電所の管理

用道路として使用されることとなり、遊歩道利用者にはかなりの部分で管理用道路を歩いて

いただくこととなります。一部の区間につきましては遊歩道のつけかえも考えられますが、

将来の維持管理や安全性等を考慮すると無理なつけかえは好ましくない面もあるため、管理

用道路の活用を中心に検討していくことになると考えられます。 

  いずれにいたしましても、最終的な遊歩道の今後のあり方につきましては、管理運営協議

会において正式に決定することとなりますので、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） お答えいただきましたけれども、これは私は自然を大きく損ねたんで

はないかと、いいとか悪いとかは別にしまして自然を壊したんではないかというふうに言っ

ているわけですよ。ですから、今まで自然であったものに対して、これだけ人工的に巨大な

ものが建てば、どう考えても自然ではないわけですよ。ですから自然を、これがいいとか悪
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いとかというふうなものは、また町長がおっしゃるように主観だと言えば主観でしょう。だ

けれども大多数の方が、これはふさわしくないな、余り芳しくないなと思っていることは事

実ですよ。 

  前にアンケートをとったときも、これは六十一、二の人の中で１人だけ「風力あってもや

むを得ないんではないか」というお答えでした。あとの60人の方は「このままにしておいて

ほしい」という意見でしたよ。現在見てきたという方が「あんな大きいとは思わなかった」

と、「何で、いつの間にかあんなの建って」というふうに、みんな驚愕と失望という思いで

いるわけですよ。 

  ですから、町長、私は大きく損ねたとは思わないというんではなくて、いいというのなら

いいで結構ですけれども、これは自然を大きく変えてしまったというところまでは町長、認

めざるを得ないと思うんですよ。絶対誰が見たって今までと違うんですから、今までの写真

が上ですよ。日本で有数の稜線が美しい景色だったと思うんですよ。それが、そこに人工物

が現在10基建っている。下からも、細野高原からも、あるいは町内至るところから見えるわ

けですよ。かなり遠くから、奈良本からも、町長のおうちのあたりからも見えるんではない

ですか。 

  それが、やはり今後私は観光立町を標榜している我が町にとって、これだけ大きく自然と

かけ離れた、いわゆる人工的な景観になってしまったということに関して私はマイナスでは

ないかというふうに考えているわけですけれども、かなりこの間の観光に、ススキのイベン

トというふうなこと、あるいは行政報告でもおっしゃっているように四季を通じて、ここは

大きな観光資源であるということで、この利用を考えているんだということで、かなり駐車

場整備やら道路整備等々やってきたわけですよ。やっと細野高原のすすきイベントというの

も電車内に大きな広告も例年することもあって定着してきたかなと、１万も超える人たちが

来て３年目ですか、いう形になっている。ところが、こういったものができて果たしてその

ススキのイベントやワラビ狩りや、あるいはハイキングやら、あるいはパラグライダーを楽

しんでいる人もいる。そういった人たちに今までどおりですよ、全く自然ですよと言えるか

どうか。その辺に関しては、これも含めていい景色ですよというふうに言うのは勝手としま

しても、私は自然が失われたということだけは、これは認めて、少し観光のあり方とか少し

検討しないといけないんではないかというふうに思うわけですね。 

  ８月から稼働ということでございますけれども、今、伺うとね、これは１つには今、言っ

たように観光客にどういった影響が考えられるのか。それから、この前、山焼きも行ったよ
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うですけれども、今後もそのまま山焼き等々も影響はないのかどうか。それから、現在とま

っている段階はいいんですけれども、あそこでパラグライダーで遊んでいる方もいらっしゃ

るわけですよ。ハイキングの方もいる。マウンテンバイクなんかもやっている方もいる。そ

ういった人が、ぐるぐる回り出したときに危険性はないのかどうか。そういったものに対し

て、万が一危険が及んだときはどんなふうに町は責任とるといいますか、これは東京電力さ

んがやったんだと言えば、それまでなんですけれども、そうではないと思うんですよ。やは

り町の土地も貸して、先ほど来の金額を町も得ている。そういう意味では非常に責任も問わ

れるわけですよ。 

  それから、同じ観光資源の中でのハイカー、いわゆる今ハイキングブームなんていってか

なりの方が山の中に入って歩いたりされているわけで、これは私も何回もやったんですが、

天城三筋遊歩道の利用に関しては現在使われていないわけですけれども、そこに書いてあり

ますけれども、ここから戻りなさいというようなことを平気で書いてあるわけですよね。こ

れは工事だから、危ないといえば危ないんですけれども、しかし、通行する権利は本来は誰

でもあるわけでありまして、これを一事業者がその天城三筋山遊歩道という町の普通財産で

あるところの場所に、土地の賃借とは別にこういったものを立ててしまっているということ

に関しては非常に問題があるわけですよ。この法的な問題に関しては、まだまだ詰めなくて

はならない側面があると思います。賃貸の問題とは別です。遊歩道という町の普通財産を使

っている。そして、そこに行こうとする人間に「ここから先は入らないでください、戻りな

さい」と、こういうふうに言っているけれども、これをさらに工事済んでからも、今の話で

は風車の真下を通るような形になるわけですよ、工事用道路を通るということは。ですから、

このことに関しても非常に問題があるんではないかと。１つには、自然景観が失われると同

時に、そういう具体的な遊歩道も失われるということに関しても、これは町の大きな失策で

はないかというふうに私は思っているわけです。 

  どうですか、この辺の細かいあれはいいんですが、立木が幾らだというのはいいんですけ

れども、固定資産税に関してだけは、ちょっとまだ稼働していないからそれは幾らになるか

わかんないと言えばそれまでなんですけれども、そうではなくて私、言ってのは５基なら５

基に当たってのどのぐらいの実績あるかとか何かではなくて、これは固定資産税として町が

見込まれる額というのは、熱川のときもそれは答えていただいているわけですよ、町長から

ね。今回こっちが答えられないということはないわけで、同じく民間の会社がやるわけです

から、それは算定するというか想定はある程度できると思うんですよ、具体的に入ってくる
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のは幾らというんではなくても、このぐらいを見込んでいるということが言えなければ、こ

れはちょっとおかしいわけですよ。 

  その私が言っているのは、あくまでも見込み額、町長は５基分についてこのぐらいではな

いかって熱川のときは示したわけですから、こちらに対しても、また示していただきたいな

というふうに思いますよ。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この一般質問を私は河津の議会でやってもらいたいですよ。基

本的には、この全部見えるのはもう河津なんですよ。河津の土地なんですよ。うちが何を言

おうと、河津がもうやるということは、もうそれこそ行政に対する侵害になりますもので言

えません。このとおり、うちのほうを見るのはもうほとんどこっちです。反対側ですから、

細野高原から見るのは全てユーラス、これはユーラスエナジーのやつです。全て河津のやつ

です。河津のやつに対しまして、うちがどうのこうのという、これは眺望に対しては言えま

すよ。しかし、これを建てかどうだ、そんなことは言えませんよ。やるなら藤井議員は河津

のほうに申し込んでいただければ、私は大変ありがたいと思います。これがうちの町内の行

政区域内に建ってあれば、それは当然やります。この風車に関しましては全て河津の風車で

ございます。うちの風車、また映してもらえればわかりますけれども、もう奥のほうで、ほ

とんど見えませんよ。その辺はまた、藤井議員も理解していただきたいと思います。 

  私は当時このうちからアクセス道路やるときに、だめになってもこのような景観になりま

すよと言いました。たとえうちの町がアクセス道路がだめになっても、ほとんどが河津です

から、当然こういう景観になりますということは、もう２年前この工事が始まったときに私

は言ったつもりでおります。全てこれは河津の風車の景観のものですから、うちの町が幾ら

何と言おうと、これは河津に対するもう侵害になりますもんでちょっと言えないことが現状

でございますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  景観に対しましても、何回も言ったように、これはあくまでも個人の差がありますから、

この景観に対しましては、やはり私も細野に行ったときに必ず聞きます。この景観をどう思

いますかという、やはり半々です、私が聞いた人に対しましては半々。そういうことだけは

理解願いたいと思います。 

  ただ、この風車が全てうちの町のものであるならば、それは真剣に答えますけれども、基

本的にはこの風車は全てがもう河津町、河津地区内の風車ですから、ちょっといかがなもん

かなと私は感じております。 
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  さらに税の関係、やはり基本的には申告、熱川のときはちゃんとやったと言いました。そ

の中で壇上でも言いましたけれども、この５基のうち２基は完全にうちの町です。あと３基

に対しましては行政区域またがります。これは案分してやるもんで、それが出てこないとい

うのが現状でございますもんで、その辺はあくまでも現状ではちょっと出せない、そういう

ことなので御理解願いたいと思います。 

  山焼きの影響、これはもう当然話し合いをしながら山焼きの影響を与えないような方向で

当然これはやっていくし、パラグライダーともまたそういう話し合いはできているかと私は

思います。また当然そういう話し合いの中でこの風車が、もう建設が進行しているのではな

いかなと私は考えております。 

  遊歩道に関して、私はごめんなさい、一応協議会の委員でありますけれども、ちょっとこ

の看板に関しましては、初めて見ますもんで、これはちょっと失礼だなということは感じま

した。やはりただ、ある程度のことをちゃんと説明した中でやらなければ、これはちょっと

高圧的だなと考えましたもんで、これはちょっとその辺はまた事務局のほうに言っていきた

いと考えております。 

  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） 町長、いみじくもおっしゃっていただいたんですけれども、確かに現

在細野高原まで行かなくても町中から見える。この風車に関しては全部河津のものです。で

すけれども、景観が悪くなった、この景観に関しては私たちが損害を受けるということを私、

言っているわけですよ。このつまり例えばゴルフやっている方が、こうやって向かってやる

のが、みんなこの風車に向かってやるような理屈になるわけですよ。つまりお金は河津に入

る。しかし、東伊豆町は景観を損ねたわけで、これは何もメリットがなかったと、少なくと

も今の10基に関してですよ。おっしゃるとおり、今のこれ河津のものですよ、10基。１基も

東伊豆町には入っていないんです。ただし、景観、陰、あるいは低周波のおそれ、それから、

夕日によってぐるぐるっと回るこのフラッシュ現象、こういったものに関しては全部東伊豆

町がマイナス面をしょい込むと、こういう意味ですよ。 

  あそこの山の上で旧日東ハイランドと言われた部分のところでペンションやっている方も

いらっしゃるわけですよ。これに関しても、こういう景色でないほうが私たちはよかったと、

そのたびに、ここをペンション、山の上だから真っ暗い闇がいいんだと、星空がいいんだ。
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三筋山の夕闇の中に輝く月やら星やら漆黒、それを見に来ていたんだと。それが星どころで

はない。夜になると、これはもうついていますけれども、高さ100メートル超えますので、

当然航空標識灯がぴかっ、ぴかっと光るわけですよ。星を観察するどころではない、月を見

るどころの騒ぎではないというふうになってきているわけです。そういうふうに具体的に町

でペンションを経営しているような人、それから、そういうものを観察するために別荘を買

ったと言っている方、そういった人たちにとっては景観はもう大きく損なわれたというふう

に言っているわけですよ。 

  ですから、下から上っていって見て10基、あるいは町から見える10基は、まさか我が町に

は多少経済的にもメリットあるのかな、それでは、やむを得ないかなと思った人も、残念な

がら、あれみんな河津だよと言われれば、これは町民は怒りこそ残れ、みんな許せないとい

う気持ちになると思いますよ。これがいい景色だ、よかったね。みんな河津は大もうけして

いいではないかなんてね、そういうことはちょっと考えられないですよ。いみじくも町長自

身が、これは全部河津のもんですよねというふうにおっしゃったんで、私はお金の問題では

なくて主に景観を大きく損ねて観光資源を失って、我が町は大きな痛手だろうというふうに

思っているわけですよ。つまり観光立町ということで…… 

（何事か言う声あり） 

○６番（藤井廣明君） その先の10基に関して、これに関しては、10基に関してはこれは町も

２基は我が町の敷地であると、同意したということにおいて、これは我が町のだというふう

に、あと３基に関してですか、行政財産区の中にあるということですので、これは見える見

えないにかかわらず、やはり今後ともいろいろな問題に関しては町は監視やら何かあったと

きには当然事業者との協定、これも行わなければならないと思います。 

  それから、事後アセスという形の、これは完成した後のアセスメントも当然事業者に提出

させるというようなことも、これはやっていかなければならないと思うんですが、その辺も

含めて町の、また先ほどあと、事後アセスの件もありますが、あとハイカーに関して、その

下を歩かせるということに関して等々やはり単なる話し合っていくというふうなことではな

くて、やはりこれをどうするのか、具体的には大きなハイカーを失っていくことは私も観光

客を失うということの一つだと思いますので、危険はないのか、それに関しては万が一あっ

た場合にはどうするのかに関して、もう少し具体的なことを考えておかないと、町は責任を

大きく問われるような形になると思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 
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○町長（太田長八君） 事務的なことは担当課より答弁させますけれども、まず、これが全て

河津町、うちの町に全然メリットがない。当初あったんですよ。当初はうちの町もアクセス

道路を全部つくってくれるという、そういうあったんです。しかしながら、そのアクセス道

路がだめだ、もうよくないよということで稲取地区の方が決断した中で、全て河津へ建った

中で、当初は稲取地区には東伊豆町メリットあった。しかし、現在ではメリットがない。こ

れは事実でございます。 

  だから、当時私は言いましたよ。幾らこの町が東伊豆町が反対しても、この河津町がほと

んどですから、これは建ちますよということは言いました。それを現在そういうことを言っ

たって困るんですよ、メリットがないなんて言われても。私はもう当時そう言ったつもりで

いますから、やはりこれはあくまでも河津町の問題ですから、河津町のほうでやっていただ

ければ大変ありがたいと思いますし、その中でまたよろしくお願い、あと事務的なことは担

当課に説明いたさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） それでは、藤井さんの３問についてお答えいたします。 

  まず、環境アセスの問題がどうなっているかということですが、静岡県の風力発電施設等

建設のガイドラインによって施設の設置後、環境影響調査をし、県や町に報告することにな

っております。これはまだ稼働しておりませんので、８月以降結果が入るということになる

と思います。 

  ２点目として、その風車設置後の影響がどうなるかという点についてですが、これは東京

電力さんともそうですが、ユーラスエナジーさんとも協定書を結ぶという前提の中で協議を

しております。ですから、何か問題がありましたら当然ユーラスエナジー河津さんとやりと

りをして、対応に至っていきたいと思います。 

  ３点目として、遊歩道というのかハイカーが歩く道がどうなるのかということですが、先

ほど町長が答えましたように、天城三筋山遊歩道は風車の稜線を通っていますが、安全側を

通る架設道路を中心に迂回をするということになっておりますので、ハイカーが風車施設等

に影響があるということは、単独で入っていかなければ問題はないかと思っています。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で藤井さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、11時10分まで休憩をいたします。 
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休憩 午前１０時５２分 

 

再開 午前１１時０６分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 居 山 信 子 君 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さんの第１問、地方創生に向けた取り組みについてを許し

ます。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 皆様、こんにちは。 

  私、本定例会77回目の質問をさせていただきます。 

  振り返りまして、さまざま質問してきましたけれども、平成７年から本当に阪神・淡路大

震災のあの悲惨な状況から突発地震ということでの質問、77回の約３分の２は防災対策だっ

たかなというふうに思うものでございます。 

  本日は３問通告をさせていただいておりますので、まず第１問から伺いたいところでござ

います。 

  地方創生に向けた取り組みについてお尋ねをさせていただきます。 

  ちょっと私語があるとすごく気になるものですから、恐れ入ります。 

  昨年11月に成立をしております、まち・ひと・しごと創生法、これは国の今回の安倍政権

の目玉とも言うべき地方創生の大切な政策の柱となっているというふうに理解をしておりま

す。 

  現在、私たちこの日本の国は人口が減少という状況に入っております。それは2008年から

というふうに伺っているわけですけれども、若者の地方からの流出と、そして東京ゾーンへ

の一極集中というものが進んでおりまして、首都圏への人口の集中度は諸外国に比べて圧倒

的に高くなっております。このままでは人口減少を契機に消費市場が縮小をし、人手不足に

よる産業の衰退などを引き起こす中で、地域のさまざまな社会基盤を維持することが困難な
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状況になるわけでございます。かつて、この地方が消滅をするというようなそういう私設の

機関からの発表もございまして、この賀茂地区ではどうなのかというふうなことで、お隣は

何か生き延びるような町だというふうなことを伺っているわけですけれども、なぜなんだろ

うと、どういう点が違うんだろうというふうなことを今いろいろ検討しているところでござ

います。 

  以上のような状況を踏まえて、政府が先ほど申し上げた、まち・ひと・しごと創生法とい

うものに基づいて日本全体の人口減少の展望を示した長期ビジョンと、それから、地方創生

のための今後５年間の総合戦略を12月27日に閣議決定をし、またさらに都道府県や市町村に

は、2015年までに地域の実情を踏まえた地方版総合戦略の策定というものが努力義務として

課せられております。 

  そこで、私が伺いたい点でございますけれども、昨日もこの地方創生にかかわるさまざま

な質問もなされておりました。私、町長の基本的なスタンスとして、まず伺いたい１点でご

ざいますけれども、昨年11月のこの創生法に基づいた長期ビジョン、総合戦略、これは国が

示したもののその町長の御見解を伺いたいというふうに思うわけでございます。 

  ２点目でございますけれども、それを受けて我が町が地方版総合戦略を策定していくわけ

ですけれども、その方向性について。 

  ３点目は今、実施しております東伊豆町の総合計画との整合性についてどういうふうにお

考えなのか、伺いたいというふうに思います。 

  この地方創生につきまして、まだまだ十分に理解がされていないわけでございますので、

極力わかりやすくその辺を御説明をいただければ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、地方創生に向けた取り組みについては３点にわた

る質問ですので、順次お答えいたします。 

  まず１点目、昨年11月に成立した、まち・ひと・しごと創生法に基づき国が示した長期ビ

ジョン、総合戦略の町長の見解はについてですが、長期ビジョンにつきましては、出生率を

1.8に向上させ、2060年に１億人程度の人口を確保させるというビジョンは正直ハードルが

高いかと思いましたが、的確な政策を展開し、取り組めば未来は開けるとの考え方には同感

いたしました。各種の対策が出生率向上に結びつき、成果が上がるまでには一定の期間がか
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かるからこそ今すぐ取り組んでいかなければならない喫緊の課題であると実感し、町でも早

急に取り組んでいきたいと思います。 

  総合戦略につきましては、長期ビジョンに対するこれから先５年の戦略が示され、基本目

標に対するさまざまな施策が網羅されております。 

  国に高い期待をするとともに、東京一極集中を是正し、地方へ新しい人の流れをつくると

いう基本目標は、町みずからが効果的な戦略を打ち出していかねばなりませんが、当町が抱

える人口減少問題に国の後押しを力強く感じたところであります。 

  国同様、目の前の現象に一喜一憂することなく、将来をしっかりと見据え、ぶれることな

く着実に取り組んでいくことが我々に課せられた責務であると考えております。 

  次に、２点目の我が町の地方版総合戦略策定の方向性はについてですが、国と同様に人口

分析を行い、長期ビジョンでの2060年の目指す将来人口を示し、５年ごとにその将来人口に

向けた人口減少克服と町の創生、活性を目的とする戦略を策定していきます。策定に当たっ

ては、国や県の総合戦略を勘案し、町内の各種団体の方に参画していただき、町の特色や実

情などを踏まえ、方向性や具体案など審議検討いただき、広く関係者の意見を反映した戦略

を立てていきたいと考えております。 

  次に、３点目の実施中の総合計画との整合性についてですが、総合計画は当町の総合的な

振興・発展などを目的に策定しており、総合戦略は人口減少克服・地方創生を目的としてお

ります。両者の目的や含まれる政策の範囲などは必ずしも同じではないため、総合計画、総

合戦略それぞれを策定する必要があると判断しております。現在策定している総合計画を反

映させることはもちろん、総合計画は平成28年度に後期計画の見直しに当たるため、27年度

に策定する総合戦略と合致することについては反映していきたいと考えておりますので、御

理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 今いただきました御答弁ですが、今、全国でこの地方創生に向けて

の取り組みがスタートラインに立つ中で、猛ダッシュで仕事が進められていることかという

ふうに思います。全て物事はスタートが大事だよというふうによく言われます。このスター

トのときにトップであられる町長が、どういうスタンスで、そしてまた今回のこの国の方針

をどう受けとめられて当町の現状と将来を見据え、合併もせずに小さな町で輝く町をという

ふうにおっしゃる方もいらっしゃいましたけれども、これからの５年、10年、50年先を見据
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えた町として、先ほど申し上げた消滅するか否かの大切なその瀬戸際に、スタートラインに

私どもは立たされているんではないかというふうに私自身は感じております。 

  今、町長がおっしゃった国の方針の中でおっしゃいましたけれども、全体的にはちょっと

資料で皆さんにお出しすればよかったんですけれども、これはインターネットなどで出せば、

もうすぐに出てくるものでございますので、地方創生に係る自治体の当面の取り組みとして、

平成26年、27年、28年それぞれの自治体における、この３月議会で何を方向づけていかなけ

ればいけないのか、殊に大切な事業を決めていかなければならない、せっかく血税である予

算をいただく中で、その交付金の活用が町として生きるか死ぬかということの選択の大事な

ポイントになっていくことかというふうに思います。時間もない中で各市町も総力を挙げて、

そして行政の皆様方の英知を集めて、その辺は対応を当町もしていることかというふうに思

います。 

  27年度は、これはもっともっと大きな形で進めていくようになるわけですけれども、当面

26年度の補正予算では地域住民生活等緊急支援のための交付金というようなもので予算が計

上をされる。国は1,400億、地方版総合戦略の実施の上乗せを入れますと1,700億円、さらに

地域消費喚起・生活支援型の交付金として2,500億円というふうなことでございます。この

事業規模、これを見ていきますと、国も並々ならぬ決意で地方創生に取り組むんだなと、石

破大臣等のいろいろな御発言を聞くにつけても、そこのところは皆さん感じるんではないか

というふうに思いますし、私ども公明党としても与党の一員として責任ある立場で、この政

策決定に大いにかかわり、そしてまたそこで政策の提言もし、煮詰めてきているわけでござ

います。特にこの地方創生先行型の交付金については、私どもは５分野にわたって強力な推

進を図ろうというふうに考えているわけです。 

  今回私が集中してこの時期に伺いたいということで通告に出しました点、町長が先ほど御

答弁をなさったことは、今回の国の方針に対して的確なそういう政策を持っていけば未来は

開けるというふうに思われたと、非常に楽観的で、昔からそうなんですけれども、町長のそ

ういう楽観主義が今この時期に功を奏するのか、ある意味、楽観主義ばかりではやはり困る

ものですから、そういう意味でどう取り組んでいただけるのかなと、とにかくその辺の取り

組みについて効果的なそういう戦略というものを立てていくというふうなことをおっしゃっ

ておられました。 

  では、この効果的な戦略というのはどういうふうに立てようと思っていらっしゃるのか、

先ほど民間の皆さんとかというようなことでの各種団体というようなことでの御説明だった
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わけですけれども、国からは明確にこういう団体、ああいう団体、そしてまたそこに人的支

援というものの派遣もしていくよと、これはうちの町に限らずお金が出ないわけですよね、

この人的支援に関しては。だから、ちょっと昨日のやりとりで町長がそういうふうにおっし

ゃっておりましたけれども、ここでお金を出し惜しんだならば、もう小手先でこの小さなパ

イの中で１万数千人しかいないこの中で決めたものが、これからの未来を切り開いていくの

には余りにもちょっと脆弱ではないのかなというふうに私は大変心配をいたしました。もっ

と斬新的にダイナミックに早くに人材を見つけ、そして我が町の実情をお話ししながら、と

もに汗を流して、この産官学、そしてまた金融関係、労働関係、そして住民の代表、そして

また有意な人材にお金をかけていかないと、中途半端な人しか来てくれないんではないかと

思うんですね。どうぞお金を惜しまずに、ここにしっかり予算を投じて、50年後の東伊豆町

がぜひ生き残っているような、そういう戦略を立てていただきたいというふうに思いますけ

れども、町長のお考えをこの点、再確認で伺いたいというふうに思います。 

  さらに今この人口問題ですけれども、大変頭が痛く、もう私も議員になって20年の間さま

ざまなセミナー、講演会、勉強の機会をいただいて、もうその当座から静岡県としてこの少

子化対策というようなことは取り組みをしていたわけです。しかしながら、３・11の状況を

見て、多分静岡県の被害が大きくなるというようなことも含めて、今、全国規模の中でこの

静岡の人口が大幅に減ってきているということ、川勝知事もその点大変心痛め、大きな力を

発揮してくださることかと思いますけれども、とにかく自前で私たちが今どうしたらいいの

かということを、これはもう国に頼るんではなく、この中で知恵を出して、そして無駄を省

いて、とにかく子供たちを安心して生み育て、教育できる環境を整えない限り、どんどん人

口は流出し、それぞれの御家庭にいる優秀な子息も子女も帰って来ないと。残るのは財産ば

かり残って、不動産ばかり残って、そしてやがては老いた両親は死んでいって、その建物だ

けが空き家になってしまうみたいな状況とか考えられるわけです。ため息が今、漏れており

ましたけれども、本当にため息の出る話でして、それをどう大きな活力に変えていくかとい

うところが町長の手腕にかかっているのではないかというふうに思います。 

  そういう点で１点目、２点目、その辺で伺うところでございます。 

  さらに３点目でお伺いした総合計画と総合戦略の関係でございますけれども、当町におき

ましてはこの総合計画というものが、そろそろ28年度ですか、見直しをしていくというふう

なことになるわけで、先ほどのお話では合致するものについてはそれを反映させていくと、

戦略の中に、そういうお話でもありましたもので、整合性につきましては了といたします。 
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  それでは、町長、今、何点か伺った内容について御答弁をいただきたいというふうに思い

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この本当にショックを受けたのは昨年５月にこの日本創成会議

の中で、うちの町が消滅する全国で896ですか、もうそれ本当にショックを受けました。そ

れで国が動いてくれて、この地方創生ができた中で、本当に町としては大変感謝しておりま

す。 

  先般も言ったように、この日本創成会議の増田先生の講演を聞かせていただいた中で、何

しろこの896市町が消滅するのはこの二、三年何にもしなければ消滅するけれども、この二、

三年踏ん張れば、これは消滅しません。そういう力強い言葉をいただいたもんで、これは町

としてもこの国に対する地方創生、大変ありがたく感じておるのが現状でございます。 

  その中で昨日も言った国からの人的、これ１人に800万ぐらいかかるんですよね。やはり

そうなると現状の町のほうで800万というのは大変厳しく自分が感じたもんで、そういう中

で国のほうに聞きに行くことはこれは十分でございますもんで、町といたしましては一応多

少国のほうにこうなったもんで総務省とかいろいろな中で、こういう考え方でやっていきた

いとか、そういうことは考えておりますので、当然やはり人的に対してはお金をかける。こ

れは自分自身も必要ではないかと考えております。ちょっと国の800万はちょっと大きい、

今の財政状況を考えると、居山さんの言うように、そういうもんではないと言われればそれ

までですけれども、当時そう考えたもんで、その中でもう既に金融関係には一応ある程度こ

の人にやってほしいとか、もう手を打ってあります。それだけ、すぐにこれはもう４月に入

ったら早急に動かなければなりませんもんで、もうこの３月中にはある程度の人的などうい

う人にお願いしようかということは、もう自分の頭の中には入っておりますけれども、それ

が昨日、村木議員だとか若手の方でも当然もうこういう会議に入ってこないとならないと私

は考えておりますので、そういう人をこの創生会議の中に入ってもらいたいなどと考えてお

ります。 

  そういう中で、やはり一番は、昨日の村木議員の質問で、やはりこの幾ら子育て支援を充

実したとしても、やはりその企業がなければ、働く場所がなければなかなか厳しいもんで、

やはりある程度この昨日言ったのは１次産業とか、そういう住めるようなそういうまちづく

りをした中で人口を増やしていくしかないのかなというふうに自分自身は考えております。

そういう中でＩＴ関係も今度は光が入りましたもんで、そのＩＴ関係に対して今度は積極的
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に誘致することができます。今まではＩＴ関係については、光がこの町に入ってきていない

もんで、なかなか誘致に対しては積極的にはなれませんでしたけれども、今度はＩＴ関係に

対しましては、今度は積極的に町は誘致してお願いしていきたい、そういう考えでございま

す。その中でやはり子育て支援に対する施策、やはり今、言ったように安心して子供が育て

られる環境、これは当然やっていかねばならんと考えておりますもんで、この中で当然、も

うこの中にありますように子育て支援に対しても力強くやらないとと考えております。当然

その辺は重点的な項目になるのではないかと考えております。 

  効果的な戦略をというのは、これから考えていきます。やはり基本的には企業が誘致でき

ない限りは、やはりこの町の特色をいかに生かして、人を呼び込むか定住化するか、それが

基本的なものではないかとうちは考えて、企業が来てくれれば一番ある程度その辺の人口の

増加になると考えておりますけれども、これはまた地域の総合戦略、その中でまた考えてい

きたい、そういう考えでございます。御理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 御答弁をいただいたことに大いに期待をしておりますので、お取り

組みをお願いをしたいというふうに思います。 

  この総合戦略というもの、そしてまた総合計画というもの、この内容につきましては、そ

れぞれ会議のメンバーになってくださる方には、さまざま勉強していく機会も、そしてまた

その方の持っていらっしゃるものを十二分に発揮していただくために発言力のある方、斬新

的なアイデアを持っていらっしゃる方、また、ある意味、外からの移住なさった方とか、そ

ういうまちづくりに欠かせない、そういう方々の御意見もしっかり入れて施策を練り込んで

いくと、戦略を練り込んでいくというふうなことが必要ではないかというふうに思います。 

  うちの町は非常に閉鎖的でございまして、もう35年ほど住んでおりますけれども、保守的

だなと、残念ながら男女共同参画もなかなか進まず、いろいろなところで差別的な発言とか

すごい無礼な発言とか遭遇をいたしました。それはやはり意識が変わっていないからなんだ

と思います。それは女性自身の私たちの意識もそうなんですけれども、あわせてまず意識改

革から全てのことが変わっていくんではないかというふうに思いますもので、この時期若者

や女性、そしてまた外からの移住なさった方々、こういう方々の御意見をしっかりと受けと

めて計画に盛り込んでいくという度量の大きな、そういう将来を展望したものを望むもので

ございます。 
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○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 総合戦略のメンバー的なもの、私これは当然女性は入れるべきだと考

えております。女性を入れます。それで今、移住してきた方のメンバー、これも基本的には

入れていきたいなと考えて、そのメンバー的なものはやはり幅広くやっていった中で、この

町のことを総合戦略の中で決めていきたい、そういう考えでございますので、御理解願いた

いと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、地域消費喚起・生活支援型交付金事業を許します。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 国では多様な支援と、それから、切れ目のない施策の展開をするよ

というふうなことでビジョンが掲げられておりますし、そして戦略も国としても練っている

わけでございます。今、私が申し上げましたのは、その人的支援の中で地方創生の人材支援

制度というふうなことで、市町に国家公務員とかそういう首長の補佐する、そういう人をと

いうような観点でお話しをさせていただいた、それが800万ということですか、一律にです

か。 

（何事か言う声あり） 

○１２番（居山信子君） では、それは後ほど、800万ってその人的支援にどうなのかなとい

うふうに、もちろん人にもよるでしょうし、あれなんですけれども、いずれにしても地域経

済も分析をしていかなければなりませんし、それから自治体の戦略、そしてまた国の支援と

いうふうなもの、それを支える財政支援というものが不可欠なわけでございます。やる気の

ないところにはお金が来ないそうですので、やはりやる気を見せなければなりませんし、そ

れぞれのセクションで自分たちにまだ何も言われてこないからいいだろうなんて安閑として

いたら、仕事が来た途端に、さあ答え出しなさいみたいなそういうことになりかねないと思

うんです。ですので、今からみんなでこの地方創生の取り組みを我がこととして、それぞれ

のセクションで何かアイデアがないかと、そういうことではその辺のアイデア等を何か町長、

職員から集められたというようなことを、別件だったのかもしれませんけれども伺ってはお

りますが、それについてちょっと確認をさせていただきたいというふうに思います。 

  すみません、今、第１問、２点目のところの地域消費喚起の生活支援型の交付金のところ

で質問をさせていただくわけですけれども、同じ地方創生の中のことなものですから、今回

この生活支援というふうなことで緊急に国がやりなさいと、それも早くに準備をして早くに
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やらないと効果がないというふうなことですので、非常に急がれるわけですけれども、町独

自の過去に行ったプレミアム付商品券事業、その成果と課題というものをまずお聞きしなく

てはいけないのかなというふうに思うんですね。それらを踏まえた上で、今回の計画もつく

られていくかというふうに思いますので、それが１点目。 

  ２点目として、今回のプレミアム付商品券の事業内容、それから、実施時期等今後の展開

をお尋ねをします。 

  ３点目は、それらについての住民への周知なんですけれども、みんな知っているのかしら

ということを過去何回かやっている事業のときも、お声かけしても知らない方も結構いらし

たりなんか、知っている人はもう毎度待っていましたということで、あの手この手でやるわ

けですけれども、今回この事業を拡大していくということの可能性、我が町だけで十分なの

かなと。買い物は河津にも行きますし、伊東にも行きますし、行ってしまうことで向こうが

潤ってしまうわけですけれども、それにしても何かそこでやはりここの町だけにとどめると

いうことでなく、うちに何かメリットがあればいいんですけれども、商店街も意外に少なか

ったりいろいろする関係で難しい課題だというふうに思うんですが、そういう他市町村との

ということだけでなく、事業拡大の可能性というようなことでお尋ねをさせていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の第２問、地域消費喚起・生活支援型交付金事業については

３点からの質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の町単独の過去のプレミアム付商品券事業の成果と課題についてですが、国の補正

予算により実施される地域消費喚起・生活支援型交付金事業については、現時点では未確定

な要素も多いことから、今後、事業内容の変更もあり得ることを前提に答弁させていただき

ますので、御理解いただきたいと思います。 

  御質問の過去のプレミアム商品券発行事業の成果につきましては、大型店舗や町外に流出

する傾向のある食料品や日常生活用品等の消費を一定程度町内にとどめる効果や家計に対す

る援助といった成果のほかにも、各商店における新規顧客の獲得や顧客とのコミュニケーシ

ョン強化等の副次的な成果も認められるところであります。 

  その反面、課題としては個々の商店の営業努力の有無にかかわらず、補助金が投入される

ことや日常的な消費が商品券での購入に置きかわるだけに終わってしまう可能性があるとい
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う点が課題であると捉えております。 

  これらの課題を踏まえ、今後は商工会と連携しながら、各商店にプレミアム商品券の発行

の効果を最大限に活用し、消費喚起につなげられる努力をしていただくよう啓発していきた

いと考えております。 

  次に、２点目の今回のプレミアム付商品券の事業内容、実施時期等今後の展開についてで

すが、現行ではプレミアム商品券の発行は商工会が行い、商品券の割増分の経費及び発行に

関する印刷費用等の事務費を交付金から補助することとなっております。 

  総発行部数は未定ですが、割増率は20％で500円券12枚を１セットとして5,000円で販売し、

購入限度額は１世帯につき２万円を予定しております。 

  さらに実施時期につきましては、交付金の趣旨から可能な限り早めることが望ましいと考

えておりますが、具体的には未定となっております。 

  次に、３点目の住民への周知、事業拡大策の可能性についてですが、住民への周知は主に

新聞折り込みチラシやケーブルテレビで行う予定となっており、参加店舗の拡大につきまし

ては商工会から文書等で働きける方法を考えております。 

  なお、事業の拡大策につきましては、今回の事業実施の際にその効果をアンケート調査で

検証する予定となっており、結果を分析した上で今後のあり方について検討してまいりたい

と考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） このプレミアム商品券につきましては今、新聞紙上かなりいろいろ

なところに話題になっているようでございますし、その取り組みはやはり早ければ早いほう

がいいんだろうなというふうに私も改めて、また思います。 

  観光振興にこの交付金が使われることもあったり、それとまたＵターン、Ｉターン、Ｊタ

ーンの促進とかそういうものにも使われたりと、国はかなり柔軟なそういう対応を今回はし

ているかなというふうには思ったんですけれども、ちょっとネットで調べましたところ、意

外に考え方の中に制約があって、あれはだめ、これはだめみたいな、そういうようなことが

あります。そうでないと結局各市町への本当ばらまきで終わってしまうというふうなことに

なるかと思いますので、やむを得ないかなというふうには思うんですけれども。 

  いずれにしても、この取り扱い、今、町長がおっしゃったことですけれども、この内容を

確認をいたしますと、商工会に委託をしてお願いをしていく。これは従来と同じわけですよ
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ね。事務費も補助の対象になるということで、20％のプレミアムだということで500円券が

12枚、１セットということで、１世帯２万円でしたかしら、限度、そういうふうなことで限

度があるわけですけれども、このＰＲが新聞の折り込みに今、入っていたり、それからどこ

で見るのかな、広報とかで見るのかな、何か知りませんけれども、あと商店なんかであれで

すかね、ポスターみたいな感じのそういうプレミアム商品券が買えますよみたいなところは、

商品券が使えるところに全部ある程度、添付されるんでしょうかね、お店に。 

  そういう、とにかくＰＲをしっかりとしていただいて、本当に緊急的に今、住民の生活の

中で消費税等上がる中で、生活もなかなか大変な状況でございます。そんなことから考えま

したら、ぜひその辺の取り組みも今まで以上に商工会によく言っていただいて、そして、単

に何かお知らせでもって各商店にそういうふうなことでの働きかけするだけでなく、要所要

所、大事なところには直接訪問をしていただいて、そしてよく住民の皆さんにこの趣旨、ま

た多くの皆さんが公平にこの商品券のプレミアムの20％の恩恵に浴すことができますように

やっていただきたいというふうに思います。 

  何かどこかちょっと何か心配な点が私、正直あるんで、変な操作をしている人いないだろ

うなとか思いながら、商店も適当にやっていないだろうなというふうには思うんですけれど

も、やはり公平に国からの税金ですので、ぜひそういう観点で厳しくやっていただきたいと、

そしてまたそれが消費喚起につながりますように、私が事業の拡大というふうなこと、さっ

きよその市町と言いましたけれども、現実問題として、まずここにいらっしゃる方々にしっ

かりお知らせをして、その方々にここの町で使っていただく。その方法をいろいろ工夫して

いただいて、お願いをしたいというふうに思います。 

  あとはこの点が何点かの中で一番心配になりました点でございますので、町長からの御答

弁をいただきたいと思いますし、この交付金につきましてはプレミアムだけに限らず、ほか

の事業もうちの町は計画をされているわけでございます。その点についての御説明をいただ

く中で、昨日ちょっと全協でも話がありましたことについて私なりのちょっと考えがありま

すもので、とりあえずその事業の説明を、プレミアム以外の説明をいただきたいというふう

に思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これ本当、このプレミアム付商品券事業、まだ未定でございますもの

で、これから検討していく中で今、居山議員からいろいろ提案されましたもんで、それを加

味した中で事業展開してまいりたい、そう考えておりますので、よろしくお願いしたいと思
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います。 

  ただし、本当はこの国から来たこの補正予算ね、本当に自由に本当使えていいなと思った

中で、やはり消費型と先行型があって、消費型は１年、先行型が５年をめどに、先行型のほ

うは結構緩やかですけれども、この１年の消費喚起、これは本当に国も厳しくて自由に使え

ないのが頭が痛い状況の中で、昨日も全協で説明したんですけれども、消費喚起型の中で３

点、要するにこのプレミアムとリフォームと、あと多子世帯型、これでやった中でリフォー

ムが国のほうからばらまきではないかという中で、全国的にこれはもうだめになったという

ことで、ちょっとリフォーム事業900万につきましては違う方向でやらせていただきたいと

いうことは昨日全協で議員の皆さんにお願いしたところでございます。 

  そういう中で、本当、私昨日も言ったんですけれども、このリフォームがぜひとも採択さ

れるように国のほうに言った中に、やはり官僚主導の、やはり幾ら町が国が石破大臣が地方

の考えを生かすと言っても、なかなか官僚さんのほうがだめだ、だめだ、ばらまきだからと

いう中で、やはりもう少し地方の意見を柔軟に頭をやわらかくしていただいた中でやってい

ただかねば、本当の地方創生は私はできないんではないかと考えておりますもんで、その辺

はまた官僚さんのほうにまた、いろいろな議員さんもまた公明党・自民党、政権与党の自民

党・公明党の議員さんの中には緩やかな方向でやっていただきたいと、またお願いしていき

たいと考えております。 

  以上でございます。 

（「答弁漏れです。プレミアム以外の事業がありましたでしょう、それ

の内容をちょっと言ってくださいとお願いしました」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 全部、ごめんなさい、とりあえず消費喚起型に関しては一旦３つです

よね。あと先行型が10個あるんですけれども、その先行型の…… 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） だから、言ったように地域消費喚起型のほうはリフォーム、このプレ

ミアム３点で、プレミアムと、それとリフォームがだめになった。３つ、３事業なんですよ

ね。 

（「もう一つ」の声あり） 

○町長（太田長八君） もう一つが多子です。これが要するに２子以上の子供に対しましては、

１人当たり3,000円の商品券を与える、こういう事業でございます。 
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  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） 今回は地域住民生活等緊急支援のための交付金ですもので、今、町

長が最後に言ってくださいました多子世帯、１人以上のお子さんがいるおうちの18歳未満で

したね、そのおうちに１人に3,000円ということでよろしかったでしょうか。1,090何人とか

が対象になるよというふうに伺ったと思いますけれども。 

  そのことと、それとリフォームの事業なんですけれども、だめになったということなんで

すが、これはもう全国的にだめということですかね。ああ、そうなんですか。 

  ではまた、そのほかということでは今、住民の皆さんが困っていらっしゃるということで

は、これからお子さんがいて小中は終わったけれども、高校に行くときに稲高ならばいいん

ですけれども、伊豆急まで通う交通費が大変だと、かつて須佐議員でしたからしら質問をさ

れておりましたけれども、やはり同じようにそういう思いを私も訴えられましたもので、そ

の子育て支援ということ、あるいはこれから子供たちが本当にこの町に安心して長く住んで、

戻ってきてもらうためにもう少し手厚く細やかに、そういう事業が展開できないのかなとい

うふうに思うわけでございます。今回のこの中ではもう間に合わないのかもしれませんけれ

ども、先に行きまして、地方創生型というようなことの中で、それがしていただければなと

いうふうに思います。 

  あと、私ずっと質問をしてきました映画制作のことについての予算が今回はついていなか

ったんで、多分この地方創生の何かに絡めていただけるのかなというふうに思ったんですけ

れども、それはどこかへ該当するのがあるのかどうか、生活支援型とか、あるいは観光の面

でというふうな観点でありますもので、そこを今回の創生事業の中での中にどこか位置づけ

られているのかどうかお教えいただきたいというふうに思います。 

  あと、そんなことで今回のこの住宅リフォームにかわる事業について腹案がおありかとい

うふうに思いますけれども、これについても900万という予算規模でございますので、しっ

かりと公平な形で住民生活にこれが行きわたるような、そういう施策を私としては望みます。

その辺のところの御配慮をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは本当地域消費喚起型、この交付金は本当に使いづらい交付金で

ございます。基本的にはもう現金はやってはいけないよ。基本的には商品券なんですよ。そ
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ういう中では基本的には本当こういう事業はどうか、どうかと言ってもなかなかありました

もんで、今１つある、まだこれも未確定なもんで、まただめになったら困りますもんで、一

つのあれがありますけれども、まだこれは国とかに尋ねているところでございます。これで

いいならばいいけれども、またこれでだめになったら、また町民はいろいろなことを不安を

感じさせるもんで、また正式に決まったところに、また言っていきたいと考えております。 

  そういう中で映画のやつ、これは当然今回のその補正予算の中には入っておりませんし、

基本的にはもう本当金のつけ方が大変厳しいもんで、そういう中で町が27年度に関する総合

戦略の中で、それは当然もう入れていくつもりでおります。そういう中でいろいろまちづく

りの中で、またそういうことができるような方法をですね、当然観光にというようなことで、

その27年度の総合戦略も入れた中でそのやはり灯台守の生きざまですかね、そういうことは

当然地方創生とか、そういう地域のことのことでございますから、その辺は総合戦略の中で

何かしら残してやっていきたい、そういう考えでございますもんで、御理解願いたいと思い

ます。 

  だから、通勤の補助、これはもう再三再四言われておりますもんで、この辺を当然もう地

方創生の27年度の中で、そういうことも認めれば当然28年度からそういう方向の中でやって

いきたい。とにかくこの補正の中、本当に時間がなかったもので限られた中で、職員一応全

員集めた中で出してもらった中で、あの13事業をやったのが現実でございますもんで、何し

ろ自分として27年度の総合戦略が本当の意味での地方創生と考えておりますもんで、その辺

は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） ただいま12番、居山さんの一般質問中でございますけれども、この際、

１時まで暫時休憩をいたします。よろしくお願いいたします。 

 

休憩 午前１１時５３分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  午前に引き続き12番、居山さんの一般質問を行います。 
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  次に、第３問、防災対策を許します。 

  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、午前に引き続きまして質問をさせていただきます。 

  ３問目ですけれども、通告をしてありますのは、また同じことと言われますが、防災対策

でございます。これは私のライフワークとして平成７年から取り組んでいる課題でございま

して、今日はその総括ともいうような意味で、今まで過去に質問しましたものの中で現状ど

うなっているのかと、実は居山信子ホームページに全て平成７年の第１回からずっと質問が

今回77回目を加えますと初代の石原町長、田村町長、それから、片野町長、太田町長にどう

いう質問をしたかということがあります。とにかくその根底にあるのは、この町民の皆様の

命を守りたい。そして一人でも多くの犠牲者を出したくないという町長の思いと同じで、私

もその時々に実践の中で、また生活の中で町民の皆さんと対話の中で感じたものを質問をさ

せていただいております。約３分の２は、77回の３分の２、先ほど申し上げましたように防

災対策でございます。 

  今日の新聞を見ますと、やはり昨日の東日本大震災から４年というようなことで各紙もい

ろいろな論調で報道をされておりました。復興は新たな段階に入っているというふうなこと

のちょっと小さい見出しもありましたけれども、本当にそうなんだろうかと、それとまた、

どこまで進んでいるのだろうとテレビを見るにつけ心が痛む思いでございます。まだ死者・

行方不明者１万8,000人を超えるという中で、いまだに行方不明者を探す状況もございます。

そして、現在でも23万人が避難生活を強いられているという現状を伺いましたし、また、天

皇陛下のお言葉で「被災地においては人々が厳しい状況の中、お互いのきずなを大切にしつ

つ幾多の困難を乗り越え、復興に向けて努力を続けてきました。依然として被災した人々を

取り巻く状況は厳しく、これからも国民皆が心を一つにして寄り添っていくことが大切と思

います」と、こうありますので、決して人ごとではなく、あすは我が身と、そういうふうに

置いて生活をしていきませんと、非常に日本全体が厳しい状況にあるということを専門家の

講演等でも伺っておりますので、「その時自分ならどうする」という相田みつをの言葉を、

裁判員裁判のパンフレットというかチラシがありましたので、それを自分の部屋とか玄関と

かトイレとか、いろいろなところに張ってあります。本当にそのときに自分が何をどうしよ

うというふうな、そういう危機感を持っておりますので、日々余り楽しくない状況がござい

ますが、せんだっては笑いヨガというのを町がやってくれて、自殺予防の対策で、その笑い
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のいいことはよくわかっていましたので、時々もう頭に来てしまっておもしろくないことが

あると、トイレの中とかお風呂とかで、もうげらげら笑って笑い飛ばしておりましたけれど

も、そんなこんなで余談になりましたけれども、いずれにしても、これからの取り組み、当

町におきましてこの４年間どのように対策が進んだのだろうかというふうなことでお尋ねを

したいところでございます。 

  防災対策の２点にて伺うわけでございますが、地域防災計画作成に当たって防災会議の開

催、あり方、女性委員の参画、女性の視点が計画にどう反映されるのか、お尋ねをいたしま

す。 

  ２点目ですが、平成26年度の公明党県防災プロジェクトのアンケート調査報告書を踏まえ

てお伺いをしますが、３・11から４年、当町の防災対策はどう進んだのかということでござ

います。これは私たち静岡県の公明党議員が、それぞれの市町にアンケートをお願いをして、

せんだってこの１月にまとまったばかりのほっかほかの報告書でございまして、一応町長の

ほうにも近々お届けしてしまったんで申しわけなかったんですけれども、これらを踏まえて

御答弁をまずいただかせていただきたいと思います。 

○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） 居山議員の第３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点目の地域防災計画作成に当たって防災会議の開催、あり方、女性委員の参画、女性の

視点が計画にどう反映されるかについてですが、これまで居山議員の一般質問において、女

性の登用について御質問があり、町としまして防災会議に女性の登用を図っているところで

あり、国や県など各方面から提起されている女性の視点を加えた避難所運営や避難支援など、

地域防災計画に基づいた各種防災関連計画、施策に反映させていきたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の平成26年度公明党県防災プロジェクトのアンケート調査報告書を踏まえて

伺うが、３・11から４年、当町の防災対策はどう進んだのかについてですが、東日本大震災

以後、４年間における当町の防災対策の進捗状況でありますが、ハード対策においては、地

震動による被害防止策である耐震化に加え、津波浸水区域内の防災拠点となる公民館等を浸

水区域外へ建設し、避難場所、自主防災会本部の確保、さらに町内６カ所に津波監視カメラ
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を設置するなど、積極的に取り組んでおりますことは居山議員も御存じのことと思います。 

  また、ソフト対策では、行政と地域が連携した防災訓練、防災講座など、各自主防災会、

各種団体、各事業所等において積極的に取り組んでいただいております。その結果、地域の

防災力強化、防災意識の向上が図られていると感じております。 

  御存じのように、自主防災会におきましては、地域防災活動知事褒賞や防災担当大臣表彰、

内閣総理大臣表彰を受賞するなど、その活動が大きく評価されており、この４年間で大きな

成果を上げていると考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） １点目につきましては、女性の登用を図ってくださるということで、

今後も避難所の運営、また避難指示等のその施策に反映をさせていくというふうな御答弁で

ございます。 

  毎度毎度これは聞いておりましたけれども、一体全体防災会議に何名女性を入れてくださ

いるのという話でございます。防災会議は開いたのということです。３・11以降でございま

すけれども、伺いたいところでございます。 

  ２点目、やっている人はやっている、やっているというふうにおっしゃるんで、それはや

っているんだと思いますが、その第三者評価というのはどうなのか、そしてまた町民の立場

でどうなのか、殊に防災に命をかけてきました私にとりましては、何点差し上げようかなと

いうふうなことで、ちょっと直観的には60点かなというところです。申しわけありませんけ

れども、本当に細かなお金もかからないようなこととか何かが、意外にもう聞いていても、

ううんという感じのぞんざいに扱われていて、ちっとも受けとめてくれていないではないと

いうふうなこととか、そういうものを感じるところで、私は当町の計画については直感的で

すが60点でございます。ですので、例えば10人いたら６人は生き残るかもしれないけれども、

４人は死んでしまうみたいなことにもなろうかというふうに私の頭の中ではそういうふうに

思います。それは、もうどんなにやってもこれでいいということはない防災対策なんです。 

  私どもの公明党の県本部のほうでまとめたこの冊子でございますけれども、かなりページ

数がありまして、全体では157ページでございます。調査項目も細やかなアンケートを各市

町にしておりますので、そこを統計学的なものも含めて押さえながら実情を洗い出しており

ます。町としてもそれぞれの実情がある中で、取り組みの重点化というのは当然ございます

し、財政力の問題、人口規模の問題、一概に比較はできないことかというふうに思いますが、
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そういう中で今回のこの中でちょっと何点かお伺いをしますものでメモしていただいて、後

ほど御答弁をいただきたいと思います。 

  まず、この６ページにあります地震発生時に特に力を入れている事業は何だろうというふ

うなところを聞いているところがございまして、うちの町は地震・津波対策だというふうに

答えているのではないかというふうに思います。ある意味、伊豆というふうなことでくくっ

ている場合もありますので、伊豆で津波による被害の81％がそれぞれ大きなウエートを占め

ているというようなところで、20ページにいきますと、その中で家具の転倒防止ということ

について聞いております。 

  これは伊豆全体で24.6％ということなんですけれども、この家具の転倒につきましては、

私も過去、３・11以降の質問の中で伺っております。その辺の取り組みを実態調査をしたの

かどうなのか、現状の把握をされているのかどうなのか、伺いたいと思いますし、ほかの市

町の取り組みの中では、場合によったら高齢者のお宅には町のほうのそういう機材を用意し

て取りつけを２カ所とか３カ所とか決めてやってさしあげるとか、あるいはシルバー人材セ

ンターにそういう形で仕事を提供するとか、高齢者が家具の下敷きになって亡くなるという

ようなことが、阪神のときはもう即死状態で、何％だかちょっと忘れてしまいましたが、か

なりのパーセンテージで、もう揺れた直後に家具の下敷きになって亡くなったり、家の下敷

きになってということが多いわけで、ですので耐震診断ということをＴＯＵＫＡＩ－０とい

う取り組みを県全体でやってきていますけれども、これはお金がかかるんでなかなか耐震は

難しいと。ですけれども、今、家具の固定ということとか、あるいは家を整理して極力自分

が寝ているところにはいろいろなものを置かないと、テレビだって何だって飛んでくるとい

う話でございますので、極力我が命を守るために町民の皆さんにもぜひ頑張っていただきた

いと思いますのは、本日が臨終ただいまと思ったら、やはり整理しておかないと恥ずかしい

ですので、おうちの整理をして、そして地震が来たら大丈夫な場所をせめて１カ所ぐらいは

つくっておく。でも、最悪その家具の固定というようなことで高齢者の皆さんへの町からの

支援、助成、その体制についてお伺いをするところでございます。 

  32ページの女性の視点のところ、これはやはりどこでも取り組みがおくれているというこ

とが数字で読み取れるものでございます。私がこれだけ言っていてもなかなか進んでいない

ということは、言わないところは全く進まない状況でございますので、今後いろいろな形で

私もその推移をしっかり見ていきたいというふうに思います。 

  あと、33、34ページに自主防の活性化の取り組みと活性化というところがございます。こ
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この33、34のところでございますけれども、これについて研修、講座の開催と、こういうふ

うにあるんですけれども、これは後段出てくるところで要望すればやるよみたいなところが

うちの町は、そういう記述がされておりまして、へえ、では、要望しなければどこにも行か

ないし、自分たちが主体的に、ああ、こういうふうに防災講座をやろうとかというのはない

のというふうに、これを読んだときに思ったんですけれども、嘆いているのは自主防の役員

以外の住民の防災意識が低いと、ここで言っているわけですよね。ですので、先ほど防災意

識が上がったというのは役員を見ているのかなと、町民全体を見ていたらやはりあんまりこ

こ４年になると、私もやはり薄らいできています、正直なところ。ですので、防災意識がそ

んな高いというふうには、では、どこと比較するのとか、したのかとか、比較の問題ではな

く、本人がそういうふうに思っているということかというふうに思いますけれども、それを

伺いたいと思います。 

  あとは、37、38をあけていただきますとありますように、自主防の防災訓練の活性化とい

うことで伺っている項目ですが、うちの町は訓練メニューを提示し、協力しているというこ

とですけれども、ちょっとその点は物足りないなと。各自主防を３人、今４人いるのかしら、

いずれにしても防災担当がしっかりその都度、担当を決めて無理かもしれませんけれども、

言うならばアドバイスを、メニューを提示したところがどんなふうにやっているか、書類だ

けではなくてちゃんと見にいってもらったり、実情をちゃんと見てもらいたいと思って、訓

練の仕方、幾ら紙に書いてあってもそのとおりになかなかいかなかったり、やり方に問題が

あったりする点がままあります。地区によって取り組みにやはり温度差があるのは、これは

河津、内容がマンネリ化しやすいのは当然あろうかと思いますけれども、やはり町の担当者

は11を全部見ていますので、そういう意味でいろいろな情報をどんどん防災会議なんかや区

長会議とか、そんなときにもお互いにしっかりと提示して、マンネリにならないような訓練

をやっていただく必要があろうかと思います。 

  私はそういう意味で、その取り組みの課題として、ここに書かれているこのことで本当に

十分なのかしらと、もうちょっといろいろ指導してほしいわ、自主防をというふうに思いま

す。そうして見てみると、防災訓練に自主防関係者が講座に参加したなんていっても、今年

は１回だけ、今年って去年、25年度の成果表を見てみると。そうすると、防災の町の担当で

はなくて自主防の担当も２年とかでかわったりする場合もありますので、そこが問題なんで

すね。せっかく防災意識が高くなった役員さんたちが、今度交代になると、またゼロ発進な

んですよね。だから、そういう意味でやはりどんどん訓練、教育、講座を開いていただく必
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要があろうかというふうに思います。 

  伺いたいのは、41ページのところで自主防の活動マニュアルが変わったようです。これは

もう変わって５年たつというのは私は知らなかったんですが、それに基づいた訓練をやって

いるのかどうかということです。うちはたしかやっていないとかになっていないですか、や

っているのかしら、どうなんでしょうか、そこを伺いたいというふうに思います。早急な実

施を望みますけれども、その点いかがなのかということ。 

  あと44、45の人材育成のところでございますが、防災士の育成に助成金を考えるべきだと

いうふうに思います。それは、私もふじのくに防災士なんですが、静岡に何回か通い、下田

にも通い、時間もお金もかかる中で、やはり本人がよしと思って行くんですけれども、それ

だけでなく町からの何らかの助成があることによって防災士が増えていくかと思います。現

在防災士が何名いるのか、町がどれだけ把握をしていらっしゃるのか、教えていただきたい

と思います。 

  さらに伺いたい点ですけれども、46から50の状況に防災教育について伺っているところが

ございます。この46ページのところの、先ほど申し上げたところです。うちの町が何やって

んのの話です。実施状況の概要、要望に応じて防災講座、図上訓練を実施、同じようにずっ

と一般も高齢者も企業も、そして自主防は訓練時で講座をやっているということで、いずれ

にしても図上訓練、中学生、小学生も同じ図上訓練で、中学生は定期的、そして小学生は要

望に応じてというふうな、だから、場合によったら定期的ということも子供たちに限らずや

っていただく、自主防などにもやっていただく必要があるんではないかなというふうに思い

ます。ここについてどうお考えなのか、伺いたいというふうに思います。 

  それであとは避難ビルのことですけれども、114ページ、私も津波が怖くて怖くて、毎日、

ああ、今日も一日無事だったと思って目を覚ますんですけれども、さあどうやって逃げよう

かのときに、大体自分で考えたルートは、浜の湯さんの前を通って赤尾ホテルさんのところ

の29メートルのところまで行くというのが、私ども東町の一応の避難場所、それとまた今回

は静銀の建物が避難タワーとして提供してくださったということで、その区民の半分はそち

らに行って避難タワーに避難をする。そしてまた、ある意味、八幡神社でドッキングをして、

いろいろ区長、自主防会長のお話を聞くというようなこととかやっているわけでございます

が、やはり今後高齢者が自分で歩ける人はいいんですけれども、本当にもう年々防災隣組と

いうことで東町はつくって、組織がもうあれからだから３年になりますでしょうか。ただ、

みんなの中にはちゃんと残っているんです、防災隣組はあそことあそこみたいな感じで、た
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だ、そこのところの取り組みをもう一歩ちょっと町のほうで指導していただくのと同時に、

東町をモデルケースに全町に広げていくということについて、町長これはいかがお考えなの

か、私の今までの質問の中でお願いしている点ですが、そこをお伺いさせていただきます。 

  話がそれてしまいましたけれども、困難な地域への対応として、これは避難ビルになって

もらう場合にも税制上のさまざまな特典とか配慮とかが新しい建物にはなされるよと、避難

ビルにしてくれれば、既存のものについて状況によったらそういう制度もあるということが

わかりましたので、ぜひその辺も含めて今後できたら避難ビルを増やしていくことについて

いかがお考えなのか、お尋ねをさせていただきたいと思います。 

  最後119ページのところで避難計画、策定計画というようなことなんですけれども、ハザ

ードマップの策定が27年３月までに当町はやるというふうに報告がなされておりますけれど

も、これは準備の状況はいかがなのか、もうできたのか、伺いたいというふうに思います。 

  以上です。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） 事務的なことは担当課から説明いたしますけれども、まず女性の登用、

これはもう居山議員、当然避難所とかそちらも女性の観点から見なければならないという中

で、これは当然もう今回の防災会議に一応３名の女性の方に委員をお願いいたしました。 

  防災会議の関係でございますが、この辺はやはり年に３回やっております。その詳しい内

容は、また担当のほうから説明いたさせます。 

  その中で、うちの町の自主防災、居山議員は物足りないと感じていますけれども、多分物

足りなさはあるでしょうが、私は十分、一生懸命頑張っているなというそういう感じはして

おります。と申しますのは、やはり壇上でも言ったように県の一応表彰とか国の表彰も受け

ております。その中で自主防災会は自主防災会なりに私は一生懸命頑張っていると考えてお

りますもので、また指導したいところは指導いたしますし、何にしてもうちの町は何回も言

っているように、どこの自主防災に対しても負けないということは自負できる内容の気持ち

で私はいます。 

  さらに防災隣組に関しまして、これは居山議員も再三再四言っておりますし、東の自主防

災会長、自主防の会長の大変いいことだというのは、これも推進していくというような考え

も聞いておりますもんで、町としてもこの防災等はさらに黄色いハンカチの両方があります

もので、そういう中でどちらがいいかという中で、やはり自主防さんの意見を聞いた中で、

またやっていきたいし、この防災というのは私もも大変いい方向ではないか、お互いに手を
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助け合うことはこれは大変重要なことですから、これはやはり、いざ何か起きた場合はこれ

は絶対必要でございますもので、この辺は町は力を入れていきたい、そう考えております。 

  さらに避難ビルの関係でございますけれども、やはり町といたしましては避難ビルができ

れば、これは安心・安全な町になりますので、それは増やす方向でいきたいと考えておりま

す。以前、山田議員が何かそういう避難ビルなどと協定を結ぶ、避難ビルと指定すると大変

でございます。とりあえず町はホテル関係、そういう高層の階に対しましては、いざ災害が

起きたときは逃げるような方向の中で、それは了解を得ている中で、やはり避難ビルとなる

と大変いいんですが、やはり避難ビルを増やす方向で町はそれらをやっていきたい、そうい

う考えでございます。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 転倒防止ですか、これはまだやっておりませんけれども、たしか居山

議員が言って、これは検討させていただきたいです。たしか家具が転倒したことによって、

それを押さえることによって、けがとかそういうことがなくなればいいことですから、この

辺も多分担当がどのような状況かということは詳しくわかるかと思いますので、できればや

っていきたいと考えておりますので、その辺は御理解願いたいと。 

  あとはまた事務的なことなもんで担当課から説明いたさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、居山議員から何点かありました点について説明をさ

せていただきます。 

  家具の転倒防止策の関係でありますが、ほかの市町、県内多くの市町でやっておるんです

が、補助を受けるに当たりましてはレシートを持って、それから物を持って実際に買ったと

いう証明をもとにやるということで、なかなか手続が不便だということで、思うように県内

の市町で進んでいなという状況があります。先ほど町長も答弁しましたように、今後またそ

れについてはどのような形がよいのかというのも検討をさせていただきたいというふうに考

えております。 

  それから、女性の視点については先ほど町長が言いましたように、防災会議に３名の女性

の方、ボランティア、それから介護事業者、福祉の関係の方、それと観光の関係の方を入れ

て幅広く意見を聞きたいなというふうに考えております。 

  それから、自主防の取り組みの研修講座の開催ということでありますが、自主防の役員さ

んについては町の委嘱されている防災委員につきましては年２回の講座を開催をさせていた
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だきます。それと区長さん、自主防災会長さんにつきましては、年間数回ある県の防災講座

の中で会長さんが行っていただいたほうがいい講座については町のほうで随行して、その講

座に参加をさせていただいております。 

  自主防の訓練メニューのあり方ということでありますが、まだまだ自分も含め検討は必要

かなとは思います。ただ、この太田町長がなられてから自主防災会の活動というのは大きく

変わってきておりますし、独自で活動していただいている。その結果が、先ほど町長もお答

えしましたように知事褒賞なり内閣総理大臣表彰という栄誉ある表彰も受けるということに

なっているかと思いますので、またこれについては引き続きいろいろやっていただくように

町のほうからも協力をしていきたいというふうに考えております。 

  それから、自主防マニュアルの関係なんですが、これは数年前に改定されまして、公明党

のアンケートでは説明会を開いたかどうかというアンケートだったんですが、うちのほう毎

月区長会、自主防災会長さんが集まる会議の中で、年度初めにこの自主防活動マニュアルを

提示させていただきまして、その中でこういう形で進めてほしいという中で説明をさせてい

ただいて、また先ほど言いました年度初め等にやる防災講座、役員さんを初めとする中で、

これは毎年ではないんですが、その内容に沿った形で進めてほしいということは申しており

ます。また、その辺で足りないものについては、先ほども言いましたように少しずつでも、

また区に、自主防災会に協力していきたいなというふうに考えております。 

  人材育成の助成金の関係なんですが、これについては今のところ担当としては町長のほう

にお願いはしてございません。というのは基本的に自主防災会に配置される人材というのは、

どういう形がよろしいかということもありますし、また町のほうで先ほど言いました県が実

施する講座に町の職員、担当職員を一緒に派遣をして講座等に行っていただいているという

こともありますし、あと県で防災フェロー養成講座ということで、毎月それぞれのテーマに

沿って県の防災センターで開いている講座等もありますので、いろいろな機会でその防災に

関する習得、教養の内容の習得というのはできるかなというふうに思っておりますので、ま

たその辺については今後自主防災会も含めて検討させていただきたいというふうに思います。 

  それから、防災教育の中で図上訓練が主なものというのはあるんですが、確かにどうして

も開いていく中では図上訓練が多くなるのかなとは思いますが、ただ、うちの町につきまし

てはトリアージ、県内でも市町が中心となって導入したのはうちの町が最初であります。住

民から進んでやったのは静岡市内とか、そういうところで始めていたんですが、行政が主導

でトリアージを取り入れたというのはうちの町が最初でございます。そういう中でＡＥＤと
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かトリアージ、それから、負傷者の搬送訓練等実動、それから炊き出しなんかも入れてござ

いますので、ただただ図上訓練だけということではなくて、そういう実動的なものも含めて

今お願いをしているところでございます。 

  それから、津波避難ビルの関係につきましては、町長も申しましたように海岸に近いホテ

ル、旅館につきましては協定という形はとってございませんが、観光客、それから、住民の

方が避難したときには協力していただきたいということで、それについてはわかりましたと

いうことで町のほうは受けてございます。この避難ビルの協定等になりますと、どうしても

一部のところによっては、どうしても住民対象、これはマンション等であったんですが、住

民対象だけにしてほしいというのは、余り一般の方、観光客等入ると管理ができないという

こともありまして、そういうところについては地元の自主防災会と直接協定を結んでいただ

くようなことでお願いをしてございます。 

  それから、津波避難計画につきましては、現在県が中心となりまして津波被害警戒区域の

指定、それから、浜松のほうで始まっています静岡モデルという海岸線を強固にする、津波

に対して強固にする事業がありますが、その辺の検討会が今、進んでございます。その結果

を踏まえて、町のほうでどのような避難計画が必要であるかというのを踏まえた中で策定し

ていきたいというふうに考えておりますので、これについては当初本年の３月、この３月に

つくりたいなと思ったんですが、その状況を踏まえないと、また県と今、進めています対策

と乖離してもしようがないということで、今これついてはその結果を待っている状況であり

ます。 

  それから、津波ハザードマップにつきましては以前もお話しさせていただいていますが、

本年度作成するということであったんですが、１月に相模トラフ側の被害想定が出たという

ことを踏まえまして、繰り越しということで事業をさせていただきたいということで、先日

議会の皆様のほうにもお話をさせていただきまして、今年の５月にはハザードマップができ

るということで、これは全戸配布をしていきたいというふうに考えておりますので、御理解

をお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 何点かお尋ねします。 

  ちょっと前後する、最後のほうから聞いていきますけれども、115ページにありますとこ

ろの津波避難ビルの関係でございます。 



- 140 - 

 

  これは先ほどちょっとですから、ちょっと答弁漏れなんですが、税制上の措置、補助と、

そういうものがあるというところが東伊豆町、今後検討になっているので、これもうぜひや

っていただいて、やはりビルに指定してくださるというのは相当のものがなければならない

ので、本当に申しわけないんですけれども、やはり住民の命を守るということで、担当を初

め区の役員、また住民が直接そこに伺ってお願いに行くということ。区にも任せきりでなく、

町がやはりもう少し指導性を持って対応していただきたい。この点について伺いたいという

ふうに思います。 

  あとはハザードマップが５月に全戸配布という、それまでに災害がなければいいんですけ

れども、とにかく何でも早くにやってくださいね。何とかが出てからではないというのはわ

かるんですけれども、避難計画のこともそうですが、今、護岸の何とから津波何ですか、堤

防が何とからで、かさ上げとかいろいろなことがどんどん変わってくるので担当も大変かと

思いますけれども。 

  それとあとは今、担当の答弁に少しずつでも協力していきたいと、こういうふうにあるん

ですけれども、協力というより指導してください、自主防を。もうそれくらいの強力なリー

ダーシップがないと、あんたたちやりなさいよと言って、俺たちは見ているから大変なとき

は手伝ってやるよと、これでは人ごとですよ。協力ではなくて率先で、こうやってやるんだ

と、もっとこうやるといいよみたいなことも言って、やるやらないは本人たちなんですけれ

ども、その辺の指導性が欠けているというところが私、非常にここのうちの町の自主防災の

取り組みに対して、前からもう不満なところです。何なんだ。では、自主防は誰が一体指導

するんだというふうに、いつも思っておりました。 

  あといろいろありますが、残り時間が少なくなったので、私は自分の防災の質問の中に25

年度でしたでしょうか、救急医療情報ボトルの医療情報を冷蔵庫に入れて、そしていざとい

うときにそれを対応するようにと、ひとり暮らしの70歳以上のと、ひとり暮らしではないで

すね、70歳以上の高齢者のいる。その後70になった方がいらっしゃると思うんですけれども、

そこは町のほうもきっちりとお届けしてくださっているのかどうなのか、届いていないよと、

あるいは隣組や自主防とか入っていないところについては、その方々が要請すれば、それは

70歳以上ならばいただけるかどうかというところでございますので、１つ救急のときにそれ

が非常に役立ったものですから、確認で伺います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ボトル関係につきましては担当課のほうから答弁させます。 
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  その中で避難ビルに関しましては、この税制とか補助等今後検討と書いてありますもんで、

これはもう検討させていただきたい。できるだけいい方向で、またいろいろな方から聞いた

中でこれは検討させていただきたいと思います。 

  さらに指導ではなくて自主防に対して協力という言い方はちょっと不満だということです

が、当然町はこれは指導した中で自主防は結構自主的にやってきておりますもんで、それに

対して協力していきたい。また指導があればそれは指導していきますし、そういう考えでた

またま担当は協力ということで書いたんではないかと思います。これは指導していくべきと

きは指導したい、それはそういうふうに考えてございますので、御理解願いたいと思います。 

  では、あとは担当のほうから説明いたさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、今、御質問にありました税制の関係なんですが、こ

れは法人税、要は施設をやった場合、企業の場合については法人税の減免という形になって

いるかと思います。これに対して市町で独自にやったというのは、ちょっと自分の手元には

そういう資料が来てはおりませんので、またこれは今後調査したいと思います。 

  それから、自主防災会への指導という形で、町長からもお話しありましたが、うちのほう

で協力というのは、やはり自主防災会に対してはいろいろ先ほど言いました、区長会でいろ

いろ提案等、それから、こういうふうにしてほしいという話はさせていただいております。

ただそれが私からの話ですと、指導という言葉よりも御協力させていただいているというこ

とで表現させていただきました。 

  それと救急カプセルにつきましては、毎年70歳になる方については自主防災会を通じて配

布をしてございます。それと介護事業所の協力を得て介護事業にかかっている方については、

そちらのほうから配布をしてございます。もし手元にないという方につきましては熱川支所、

それから、保健センター、それで役場の窓口で言っていただければ配布ができるようになっ

ておりますので、よろしくお願いします。 

（「議長、12番、もう終わり、３回やった」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） ３回やりました。 

○１２番（居山信子君） それでは、終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で12番、居山さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、１時50分まで休憩をいたします。短いんですけれども、よろしくお願いいたしま

す。 
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休憩 午後 １時４０分 

 

再開 午後 １時４８分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第２ 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年

 度東伊豆町一般会計補正予算（第９号）） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて

（平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第９号））を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決承認第１号 専決処分の承認を求めるこ

とについて提案理由を申し上げます。 

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

定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、臨時福祉給付金の受け付け期間延長に伴い、申請件数が増

加したことにより給付金が不足する見込みとなったため、早急に対応する必要が生じたこと

から、平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第９号）を処分したものであります。 

  なお、２つの給付金として関連性のある子育て世帯臨時特例給付金の精算による減額もあ

わせて計上いたしました。 

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

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいま提案されました専決承認第１号 専決処分の承

認を求めることについての平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第９号）について概要を
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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９号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ90万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ50億4,664万5,000円といたします。 

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

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、補正前の金額から90万円を減

額し、5,314万1,000円といたします。１節社会福祉費補助金、細節２臨時福祉給付金給付事

業補助金160万円の増は、事業費の増加に対する国庫補助金の増額措置であります。細節４

子育て世帯臨時特例給付事業費補助金250万円の減は、事業費の精算に合わせた国庫補助金

の減額であります。 

  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、11目臨時福祉給付金等給付事業助成費、補正前の金額から

90万円を減額し、5,136万円といたします。事業コード１臨時福祉給付金給付事業、19節負

担金補助及び交付金、細節１臨時福祉給付金160万円の増は、臨時福祉給付金の申請件数増

に伴う給付金の増額措置であります。事業コード２子育て世帯臨時特例給付金給付事業、19

節負担金補助及び交付金、細節１子育て世帯臨時特例給付金250万円の減は、給付金の精算

に伴う不用額の減額措置であります。 

  恐れ入りますが、２ページへお戻りください。 

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

  まず歳入ですが、補正前の額50億4,754万5,000円から90万円を減額し、50億4,664万5,000

円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額50億4,754万5,000円から90万円を減額し、50億4,664万

5,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額国庫支出金の減額といたします。 

  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。 
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○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） ４ページで伺いたいところでございますが、臨時福祉給付金の事業

の件数ですね、最終的に何件になったのか、それから、子育て世帯のその事業の補助金につ

いても同じく伺いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） ただいまの御質問の２つの給付金につきましては、７月２

日から12月25日まで申請受け付けを行いました。臨時福祉給付金につきまして支給対象者は

見込みが2,700名に対し、支給決定者が2,526名で94.8％の支給率となります。子育て世帯臨

時特例給付金につきましては、支給対象見込み者1,300名に対し、1,035名の79.6％でござい

ます。しかしながら、子育て世帯の対象者で低所得者、低所得世帯につきましては臨時給付

金のほうで支給ということになりまして、そちらに190名程度回っておりますので、子育て

世帯のほうは減額という形をとらせていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「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。 

  これより専決承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成26年度東伊豆町一

般会計補正予算（第９号））を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程第３ 発議第１号 東伊豆町議会委員会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３ 発議第１号 東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条
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例についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  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、皆さんの手元に条例が行っていると思いますけれども、発

議第１号の提案理由を説明させていただきます。 

  この委員会条例の一部を改正する条例についてですが、教育委員会の関係で教育委員長と

教育長を一本化した新たな責任者（新教育長）を置くことなどを内容とする法律『地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律』とあわせ、地方自治法第121条

（長及び委員長の出席義務）が改正されたことから、改正するものです。 

  それでは、朗読にかえて説明とさせていただきます。 

  発議第１号 東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条例について。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び東伊豆町議会会議規則第14条の規定に

より提出します。 

  平成27年３月11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 内山愼一。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 居山信子。 

  １枚おめくりください。 

  東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

  東伊豆町議会委員会条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町議会委員会条例（昭和62年東伊豆町条例第15号）の一部を次のように改正する。 

  第19条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。 

  この第19条は委員会の出席説明の要求のところです。 

  附則について説明します。 

  この条例は、平成27年４月１日から施行するものであります。 

  なお、参考として３枚目に新旧対照表をつけてありますので、ごらんください。よろしく

お願いいたします。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「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。 

  これより発議第１号 東伊豆町議会委員会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） 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１号 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた 

                 めの関係法律の整備等に関する法律附則第１４条に規定 

                 する経過措置に関する条例の制定について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 議案第１号 地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する経過措置に関する条例

の制定についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第１号 地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する経過措置

に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。 

  今回の条例制定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律（医療介護総合推進法）の公布に伴い、介護保険法の一部改正により

地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業等の実施に関する経過措置の適用に

ついて必要な事項を定めるものでございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願
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いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第１号 地域における医療及

び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定す

る経過措置に関する条例の制定について、事前にお配りました説明資料により説明をさせて

いただきます。 

  資料の１ページをごらんください。 

  １の制定の背景といたしましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律（医療介護総合推進法）の公布に伴い、市町村は、平

成27年４月１日から地域支援事業として、新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」（以

下、「新しい総合事業」といいます。）、在宅医療・介護県計推進事業、生活支援体制整備

事業、認知症総合支援事業をそれぞれ実施することとされました。 

  新しい総合事業では、現行の介護予防サービスのうち介護予防訪問介護、介護予防通所介

護を、市町村が地域の実情に応じた取り組みができる介護保険制度の地域支援事業に移行す

ることとなります。 

  これにより、既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、ＮＰＯや民間企業、ボラ

ンティアなどの地域の多様な主体による多様なサービスを活用することで、地域の支え合い

体制づくりを推進し、要支援者に対する効率的かつ効果的な支援ができるようになります。 

  新しい総合事業やその他の事業に係る制度の施行日は平成27年４月１日ですが、法の規定

により市町村が条例で定める場合に新しい総合事業は平成29年３月31日までの間、そのほか

の事業については平成30年３月31日までの間、その実施を猶予することが可能とされており

ます。 

  ２の制定の内容でございますが、当町では、新しい総合事業等への円滑な移行をするため

に体制整備等が必要であることから、経過措置に関する条例を制定し、事業の実施を猶予す

る規定を設けるものでございます。 

  なお、体制整備等が整い次第、可能な限り早い段階で円滑に移行する予定でございます。 

  ２ページをごらんください。 

  新しい総合事業の構成でございます。 

  左側が現行で、右側が見直し後となっております。現行の介護予防給付費のうち訪問介護

と通所介護が新しい総合事業に、介護予防事業の一次、二次予防事業が新しい総合事業に移
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行し、多様化を図っていくため、平成27年４月１日から平成29年３月末までの猶予期間の中

で新しい総合事業をどのように実施していくのか、体制整備を図っていくのか、介護事業所

等と協議検討していき、遅くても平成29年３月末までには町に移行し、事業を実施すること

となります。 

  また、地域包括支援事業につきましては、地域包括支援センターのこれまでの運営に加え

て、地域ケア会議の推進、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービ

スの体制整備の充実を図っていくということで、これらについても27年４月１日から平成30

年３月までの猶予期間の中で賀茂医師会等、町内の医療機関、介護事業所と協議検討して、

事業の充実、整備を図っていくことになります。 

  なお、３ページにつきましては新しい総合事業の具体的な内容について記載してございま

す。また、４ページから７ページには包括的支援事業のそれぞれの事業の充実体制整備とい

うことで具体的な内容が記載されておりますので、ごらんいただき、御理解をお願いいたし

ます。 

  以上、簡単ですが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） この問題は町長ね、自治体で実情に合わせてやるとか言葉はいいん

だけれども、結局要支援１・２は、こういうものが町に移行してくるという問題ですよね。

それに対して猶予期間が３年あるというのが基本なわけですよ。そうすると、今説明でも言

われたけれども、体制を整備すると、受け皿をちゃんとつくるということが必要になってく

るわけです。 

  そうした場合に、例えば地域包括センターの場合に地域包括センターのやはり仕事がうん

と増えてきます。在宅ケア会議を含めた在宅医療や介護連携の仕事など仕事が増える。そう

いう問題に対してどう取り組むのかという問題とか、この移行期間の中で介護事業の中で取

り扱われるような新しい介護予防や日常生活支援事業の何を実際町がやるのかということに

ついて、一体どこで誰が決めるかのかと、問題は。結局自由にやってくださいですよ、国の

はね。自由にこんなことをやっていいですよというふうには言われているんです。だけれど

も、その中のどれとどれを今やらなければならないかという選択を、やはり町をしなければ

ならない。ここが自由ではあるけれども、不自由なんですよ、極端に言うと、ある面。 

  本当にでは、それを適正な値段でやっていただけるところがあるなのかないなのか、こう
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いう問題を含めて、では誰が決めるのかと。３年間というのは非常に長い時間のようですけ

れども、１つそれだけの事業を立ち上げるということであれば、もう何が本当に必要なのか、

実際その事業を例えば要支援で介護事業から外れる可能性のある人たちのところで、どうい

う支援、事業が必要になってくるのか。それに対してどういう体制、どういうやはり料金体

系とか委託費で事業を全部お任せするのかということになると、３年間とは言っても事実も

う１年間ぐらいの中で物事を決めていかないと３年間での事業の立ち上げ、スムーズな移行

というのは僕はないんではないかなと。実際これ、どこで誰が決めるんですか。 

  例えば地域包括センターなんかも職員をやはり増やそうよと、事業量が増えそうだと、増

やそうということは町長なり管理職で判断できると思う。だけれども、この新しい介護予防

や日常生活支援だとか、もろもろのこのやはり人たちの受け皿をつくるということに対して、

どこの人たちが責任持って検討し、決定をして、それが事業化していくのかということがよ

く見えてこないんですが。 

○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） その事業につきましては、例えば生活支援サービスについ

てはＮＰＯとか民間企業とか、そういったことをお願いするような形になっておりますけれ

ども、現実そういったＮＰＯとかボランティアとか、そういった企業とか、こういった町に

は今ないわけですよ。そういった中で、そういったことをどういった団体にやっていただく

のか、そういったことをこの経過期間の中で介護事業者やらそういったところで協議してい

くということになると思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当山田議員の言うとおり、３年本当にあっという間に時間がたって

しまいます。当然もう今そういう状況ですから、もう早急にそういうところを呼んで、どこ

にやるんだと、これは庁内で検討いたしまして、本当現状では全然決まっていないのがそれ

が現状でございますから、その辺は早急にやっていきたいと、そういう考えでございますの

で、御理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 今の内容につきましては包括支援センター、あるいは介

護係の中で検討した中で、包括支援センター運営協議会というのがございまして、そこの委

員さんたちが今回の高齢者保健福祉計画作成委員と同じメンバーになってございますので、

その中である程度検討していただくことも必要かなというふうに考えております。 
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  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 今、総務課長言われたような地域包括の運営会議というものも大事

だと思うんですけれども、ただ、この問題でいうと地域包括センターの役割と介護保険の役

割と、場合によっては介護保険を出て、いわゆる高齢者福祉の分野、生きがい対策も含めて

福祉の分野も含めてですよ、かなり横断的に受け皿が必要になるんではないのかなというふ

うに私はちょっと見ているんですけれども、そうすると、その地域包括の部分だけではなく

て、いわゆる住民福祉課等でやっている福祉という全く介護保険の別の部分も含めて総合的

に町としては受け皿をやはり横の連携をとってやっていかないと、介護保険、介護事業だけ

では対応できない問題が出てくると思いますし、先ほどの健康づくり課長が言ったように、

都会では恐らくＮＰＯだとかいろいろな形のもので受け皿もあるんだけれども、これは一つ

ずつもう本当に事業者さんといろいろ膝詰めして、こういう事業をお願いできないかという

ような形で受け皿をつくるという作業自体も、非常に労力のかかる部分もあるんではないか

なと。 

  そうすると、やはりそれに対しては地域包括支援センターもあれば介護係もあれば、福祉

の係も含めて横の連携した庁内的な組織を含めた体制とか、またそれボトムアップで上がっ

てくる意見、状況を把握しながら、役場のそれぞれの事業を整備していくというような体制

が、例えば副町長を中心に何らかの横の連携がないと、３年間にこれでこの受け皿をつくる

という事業はかなり至難の状況ではないかというふうに思っておりますが、いかがでしょう

か。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員が言われたように、本当にこれは庁舎内総合的な観点で

やらなければならない。その中で今一つ副町長を中心でそれをつくるかどうか、これも提案

されました。これは一番いい方法でやっていききたいと考えておりますもので、それは御理

解願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「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１号 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法

律の整備等に関する法律附則第14条に規定する経過措置に関する条例の制定についてを採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

     ◎日程第５ 議案第２号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定 

                 について 

     ◎日程第６ 議案第３号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例 

                 の一部を改正する条例について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 議案第２号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する

条例の制定について、日程第６ 議案第３号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に

関する条例の一部を改正する条例についてを一括議題といたします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第２号から議案第３号まで、順次提

案理由を申し上げます。 

  議案第２号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について。 

  平成26年６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が公布さ

れました。これに伴い、関係条文の整備を図るものでございます。 

  詳細につきましては、後ほど教育委員会事務局長より説明いたさせますので、よろしく御

審議をお願いいたします。 

  続きまして、議案第３号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部

を改正する条例について。 

  この議案第３号につきましても、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正
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する法律の公布に伴い、関係条文の整備を図るものでございます。 

  詳細につきましては、教育委員会事務局長より説明いたさせますので、よろしく御審議を

お願いいたします 

  以上で一括上程されました２件の議案の提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいま一括提案させていただきました議案第２号、

議案第３号につきまして、まず初めに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律の概要ということで、議案第２号の３枚目に参考資料１という形でつけさせて

いただきましたが、これについてまず説明をさせていただきたいと思います。 

  まず今回のこの法律の一部改正の概要なんですけれども、趣旨としましては、教育の政治

的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機

管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図

るため、地方教育行政制度の改革を行う、これが趣旨でございます。 

  概要なんですけれども、重要となる部分を説明させていただきたいと思います。 

  まず、１番目にあります教育行政の責任の明確化ということで、教育委員長と教育長を一

本化した新たな責任者（新教育長）を置くこととなります。教育長は、首長が議会の同意を

得て、直接任命・罷免を行うことができることとなります。教育長は、教育委員会の会務を

総理し、教育委員会を代表することとなります。したがって、これまでの委員長制度は自動

的に廃止されることとなります。教育長の任期は、３年とする。委員については、これまで

どおり４年となります。 

  ２番目の総合教育委員会会議の設置ですけれども、首長は、総合教育委員会会議を設ける。

会議は、首長が招集し、首長、教育委員により構成される。首長と教育委員会との連携強化

が図られることが目的となっております。 

  ３番の国の地方公共団体への関与の見直し、この法律の改正の背景にあります、これまで

いじめ等の問題により子供の命が亡くなるといったような、そういったことの措置の迅速化

だとか適正化が、この法律の改正の大きな目的となっておりますので、国の地方公共団体へ

の関与の見直しというものが盛り込まれております。 

  そして、その他としましては、総合教育会議、教育委員会会議の議事録を作成し、公表す

るよう努めなければならない。この辺で教育委員会行政、教育委員会の制度の内容が町民の

皆様に透明化が図られるというようなことが盛り込まれております。 
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  施行期日は、平成27年４月１日からとなります。 

  それでは、議案のほうに戻りますけれども、議案第２号 教育長の職務に専念する義務の

特例に関する条例の制定について。 

  教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例を別紙のように定めるものとする。 

  平成27年３月11日提出。 

  東伊豆町長 太田長八ということで、１枚おめくりください。 

  東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

  教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例。 

  （趣旨） 

  第１条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号）第11条第５項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項

を定めるものとする。 

  （職務に専念する義務の免除） 

  第２条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員

会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。 

  （１）研修を受ける場合。 

  （２）厚生に関する計画の実施に参加する場合。 

  （３）前２号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合。 

  （その他） 

  第３条 この条例に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な

事項は、教育委員会規則で定める。 

  附則 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

  この内容でございますが、現在の教育長は一般職として位置づけられています。したがっ

て、職務専念義務は地方公務員法が適用されていたわけなんですけれども、この法律改正に

より、新たな教育長の職務専念義務というものは、この地方教育行政の組織というこの法律

の中の第11条の中でうたわれます。したがって、その職務専念義務の免除だとかという特例

を新たに制定する必要があり、この第２号議案で出させていただきました内容です。 

  議案第３号ですが、東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正

する条例について。 
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  東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のよ

うに定めるものとする。 

  平成27年３月11日提出。 

  東伊豆町長 太田長八ということで、１枚おめくりください。 

  東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

  東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例（昭和43年東伊豆町条例第14号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中「町長及び副町長」を「町長、副町長及び教育長」に改める。 

  第２条の表、副町長の項の次に次のように加える。 

  教育長 月額46万2,000円。 

  附則 

  （施行期日） 

  １項 この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

  （東伊豆町教育委員会教育長の給料等に関する条例の廃止） 

  ２項 東伊豆町教育委員会教育長の給料等に関する条例（昭和40年東伊豆町条例第15号）

は、廃止する。 

  次のページには、一応新旧対照表をつけておりますので、ごらんいただきたいと思います。 

  先ほど説明いたしましたとおり、新制度下での教育長は特別職という形に位置づけられま

すので、この特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の中に新たな教育長の内容を盛

り込む内容でございます。 

  以上、説明させていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより議案第２号及び議案第３号の一括質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより議案第２号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についての

討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 
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  これより議案第２号 教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についてを

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○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。 

  続いて、議案第３号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改

正する条例についての討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第３号 東伊豆町特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程第７ 議案第４号 東伊豆町行政手続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７ 議案第４号 東伊豆町行政手続条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第４号 東伊豆町行政手続条例の一部を

改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  行政不服審査法の全面改正の一環として、行政手続法の一部を改正する法律が公布されま

した。町の行政手続制度について、町が行う条例または規則に根拠が置かれている処分等は、

同法の適用除外であるため同法との整合性を図り、より一層適正な制度構築を設け、行政手

続条例の条文整備を図るものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた
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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４号 東伊豆

町行政手続条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 

  議案第４号資料により御説明いたします。 

  お手元の資料１ページをごらんください。 

  行政手続条例の改正理由について御説明いたします。 

  処分に関して行政庁に不服を申し立てる不服申し立て制度が、公平性、使いやすさの向上

及び救済手段の充実・拡大の観点から、制定後50年ぶりに抜本的な見直しがされ、行政手続

法の改正につきましても、この一環として公布されました。 

  同法の改正内容は、国民の権利利益の保護充実のための手続を整備するもので、主に法律

違反をしている事実を発見した場合に、行政機関に対して適正な権限行使を促すための法律

上の手続を定めるもの及び法律に基づく行政指導を受けた事業者が、その行政指導が法律の

要件に適合しないと思う場合に、行政機関に中止等を求めることを法律上の手続として位置

づけるものでございます。 

  しかしながら、行政手続法は町の機関がする条例または規則に根拠のある処分及び行政指

導等について、適用除外となる規定が置かれており、町の行政手続制度については全面的に

行政手続条例の規定が適用されることとなるため、制度改正の趣旨に鑑み、行政手続法に新

たに設けられた規定を参考にしつつ、より一層適正な制度とすべく、行政手続条例の改正を

行おうとするものでございます。 

  資料の２ページをごらんください。 

  主な改正内容は３点でございます。 

  まず、第33条関係の行政指導の方式ですが、行政指導をする際に、町の機関が許認可やそ

れに基づく処分等をする場合は、相手方に対して、権限を行使する根拠を示さなければなら

ないとする規定を追加するものでございます。 

  次に、第34条の２関係の行政指導の中止等の求めについてですが、町の機関が行う法律に

違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、その行政指導が法律に規定する要件に適

合しないと思う場合は、行政指導をした町の機関に対し、その旨を申し出て、その行政指導

の中止等を求めることができる規定を新設するものでございます。なお、中止等の求めの対

象となる行政指導の根拠について、法律を挙げるとともに、議会が定める規範であるという
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ことから条例を挙げ、「法律または条例」と規定いたしました。 

  ３点目といたしまして、第34条の３関係の処分等の求めについてですが、法令に違反する

事実がある場合において、その是正のために、処分または行政指導がされていないと思う場

合は、処分または行政指導をする権限を有する町の機関に対して、その旨を申し出て処分ま

たは行政指導を求めることができる制度を新設するものでございます。 

  その他の改正事項といたしましては、行政手続法に合わせ「名宛人（名あて人）」や「関

わる（かかわる）」といった語句の整理を行うとともに、行政手続条例の「行政指導の方

式」の規定に項番号の移動が生じることから、東伊豆町税賦課徴収条例第４条「行政手続条

例の適用除外」の規定についても、あわせて附則で改正するという内容でございます。 

  なお、行政手続法の一部を改正する法律の施行期日は、平成27年４月１日であるとため、

改正行政手続条例につきましても施行期日は、平成27年４月１日としております。 

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

します。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 委員会でもこの問題について説明をしていただきましたし、そこの

場でも申し上げたんですけれども、一応私はこの訴える側の権利という形のものは明確にな

っているんですが、逆に特に町としたら土地開発指導要綱のような形で行政指導をしてきた、

そういうことが今後やはり骨抜きにされる危険性ということもあるんではないかと思うんで

すよ。 

  やはりそうなった場合に、この開発指導要綱等をどう取り扱っていくのか、しっかりとし

た総合計画ややはり条例化していくなのか、何らかのやはり根拠がないと、こういう形で行

政指導を受けた人に対して、まあ異議ありだという権利はあるんだと、ただ、今度役場のほ

うが今までのいろいろな開発行為に対して根拠にしてきた開発指導要綱が、いわゆる要綱行

政で、要綱としての行政指導だったわけですから、そこが弱まれば、いろいろな形での乱開

発とか、こういう問題が引き起こってくるという危険性をやはりはらんでいるんではないか

と私は思うんですけれども、この点については、ほかの指導とかいうものはないかなと思う

んですけれども、いずれにしましてもバブルからこの間、東伊豆町においてやはりマンショ

ンやいろいろな開発行為がある。その中で駐車場を整備しようよ、いろいろな形の中でやっ

てきたのが全て土地開発の指導要綱でした。この指導要綱がやはり骨抜きになるのかならな
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いのかという点では、非常に町としても大きい問題ではないかと。そうすると、こういうも

のをつくるとともに、町としての対応策をどのようにされますか。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 今までの行政指導というのは、あくまでも処分というよ

うに、当該相手方に義務を課したり、その権利を制限したりするような法律上の拘束力を有

する手段によって求める内容を実現しようとするものではなく、あくまでも相手方の任意の

協力という中で今までやってきたわけですね。その中で今回は条例等で根拠をつくれば、町

が指導することができるというような、行政指導ができるというような形になってございま

すので、今後はそういう条例の整備等も必要になってくる場合もございます。ただ、この土

地利用につきましては、また担当のほうからも説明はしていただこうと思いますが、都市計

画法ですとか国土利用法といった個別法により制限されているところもございますので、そ

ういうところはそこによって指導、あるいは処分等をしていただくような形になろうかと思

います。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） それでは、事務局の考え方等をちょっと簡単に説明させ

ていただきたいと思います。 

  確かに行政指導は法的根拠を持たないところがあることは事実でございます。ただ、先ほ

ど総務課長が述べられたように、開発行為、林地開発、消防法、水道法、道路占用、道路法、

河川法、全ての法律の総合、法律の集合体でもあることは事実です。 

  一番重要なのが、各市町、大きな乱開発等が起きた場合について、そこの地域にかかわる

地域環境に係る負荷、大きなマンションができれば当然道路も必要ですし排水も必要です。

ごみ問題、ごみをどうするのか、消防法の対策をどうするのか等は当然必要になってきます。

地域コミュニティへのかかわり方も必要になってきます。それらについて指導要綱は全く手

を挙げて万歳をするわけではありません。 

  この法律そのものの趣旨というのは、やはり基盤的に例えば開発行為の許認可権者になる

とか、法的な許認可権者になればいいんですけれども、なかなか今の東伊豆町の職員体制等

では開発行為の許認可権者等になれませんので、指導要綱の趣旨は生かしながら、その法律

の範囲内で行政手続法の趣旨にのっとってうまく調整していきたいなと、その中で一番大事

な大きなポイントになるのは開発業者と地域との利害関係の調整、要するに簡単に言うと合
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意形成です。合意形成をどのように図っていくのか、それを法律で図っていくものなのか、

それとも総合計画等で図っていくものなのか、都市計画法で図っていくものなのか、これは

課題がありますけれども、やはり基盤整備ができていないところに大きな負荷がかかる以上

は、やはり求めなければいけないと思っています。それについてできるだけの調整はしてい

きたいし、行政手続法の趣旨にのっとって調整を今後ともしながら、うまく開発指導要綱等

をさばいていきたいなと思っています。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第４号 東伊豆町行政手続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） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第５号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第８ 議案第５号 東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第５号 東伊豆町手数料徴収条例の一部

を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第227条の規定に基づき、特定のもののためにする事務について徴収する手数

料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例で定めることになり、手数料の種類及び



- 160 - 

 

金額について項目を追加するなどの条文整備を図る内容でございます。 

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

します。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） それでは、ただいま提案されました議案第５号 東伊豆

町手数料徴収条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 

  東伊豆町手数料徴収条例第２条第39号、高齢者の医療の確保に関する法律並びに健康増進

法に基づく保健事業に要する手数料の条文整備を図るとともに、同条第40号として農地法に

基づく農地台帳事業に要する手数料を加える内容でございます。 

  朗読をもちまして説明とさせていただきます。 

  東伊豆町手数料徴収条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町手数料徴収条例（平成12年東伊豆町条例第25号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第39号カ中「（マンモグラフィー）」を削り、同号に次のように加える。 

  ケ 骨粗しょう症検診 １人１件につき 300円。 

  コ 生活習慣病予防健診 １人１件につき 1,000円。 

  第２条に次の１号を加える。 

  第40号 農地法（昭和27年法律第229号）に基づく農地台帳事業に要する手数料。 

  ア 閲覧用農地台帳閲覧手数料 １筆につき 200円。 

  イ 記録事項要約書交付手数料 １筆につき 200円。 

  附則 

  この条例は、平成27年４月１日から施行するということで、改正内容につきましては新旧

対照表のほうで明記してございますので、御確認ください。 

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

します。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 
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  これより議案第５号 東伊豆町手数料徴収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） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第６号 東伊豆町介護保険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９ 議案第６号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第６号 東伊豆町介護保険条例の一部を

改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  今回の改正は、平成27年度から平成29年度までの介護保険事業計画の中で介護保険料率を

定めるものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第６号 東伊豆町介護保険条

例の一部を改正する条例について、説明資料により説明をさせていただきます。 

  説明資料の１ページをごらんください。 

  改正の背景といたしましては、介護保険法では３年ごとに３年を１期とする介護保険事業

計画の策定が義務づけられており、その計画の中で介護保険料を設定することとされており

ます。今回は第６期（平成27年度から平成29年度まで）の保険料について改正するものでご

ざいます。 

  改正の内容でございますが、介護保険料は、所得金額等に応じた段階設定により、負担を

お願いしております。この段階につきましては、国が定める標準段階をもとに、各市町村に
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おいて設定することとされております。第５期までは、国の標準の第６段階としております。

第６期（平成27年度から平成29年度まで）につきましては、所得水準に応じてきめ細かな保

険料設定を行う観点から、国の政令が改正され、標準段階がこれまでの６段階から９段階に

見直されることとなりました。当町の６期における段階設定につきましても、国の標準段階

どおり９段階として、段階ごとの所得基準についても国の基準どおりといたします。 

  所得段階ごとの乗率ですが、所得段階ごとの保険料額は、基準となる保険料額に一定の率

を乗じて算定されます。この乗率についても国の標準乗率どおりといたします。 

  ８ページをごらんください。 

  ただいま説明した第５期の保険料と平成27年度から３カ年の第６期の保険料の比較表でご

ざいます。左側が旧６段階の保険料で、右側が新９段階の保険料です。新５段階が基準額と

なり、それぞれ所得に応じた負担割合となっております。 

  ２ページにお戻りください。 

  円グラフをごらんいただきたいと思います。介護保険事業計画の国、県、市町の負担金等、

第１号被保険者、第２号被保険者の保険料の負担割合でございます。平成26年度までは給付

費に対する第１号被保険者の保険料負担は21％でしたが、平成27年度より22％に上がります。

それに伴い、第２号被保険者の保険料負担が29％から28％に下がることとなります。 

  ３ページから５ページまでですが、保険料を算出するための介護給付費、介護予防給付費、

地域支援事業費の３カ年のそれぞれの給付費の推計となっております。 

  ６ページには、１号被保険者の３カ年の所得段階別加入者の推計となっております。説明

については割愛させていただきます。 

  ７ページをお開きください。 

  １号被保険者の保険料の算出方法でございますが、表をごらんいただきたいと思います。

一番初めに、標準給付費見込み額ですが、介護給付費、介護予防給付費の合算額から来年度

法改正により一定所得者以上の負担が１割から２割負担になることや補足給付の要件に資産

などを追加し、調整しております。３カ年で41億3,930万3,000円となります。地域支援事業

の３カ年は１億2,203万4,000円でございます。それから、１号被保険者の負担分の相当額は、

標準給付費見込み額と地域支援事業費の合算額の22％で９億3,749万4,000円となります。そ

れから、今回は準備基金取り崩しが保険料の上昇を抑えるため5,300万円取り崩します。そ

うしますと、保険料の収納必要額が８億7,172万3,000円となります。この保険料収納必要額

８億7,172万3,000円から保険料収納率96.8％と所得段階別加入者割合補正後の被保険者数１



- 163 - 

 

万5,505人と12カ月分で割り返した結果、4,840円、これを基準月額といたします。 

  なお、第６期の介護保険基準月額4,840円につきましては、第５期の介護保険基準月額に

比べ470円、10.75％の増額となっております。 

  附則ですが、第１号 この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

  第２号 改正後の東伊豆町介護保険条例第２条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険

料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

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

します。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） これは必要な保険料を見込んでということで、今、説明もありまし

たし、また言われたら配っていただきましたけれども、高齢者保健福祉計画、また介護事業

保険計画等でいろいろな見込み推計をしております。やはり一番問題なのは、金額が上がっ

てくることも大変な問題なんですが、もう一方でその保険料は上がるんだけれども、その施

設、サービスが受けられるか受けられないかという問題が、またここにあるんではないかな

と、やはりそこが一番この保険事業での厳しいところで、特養でも10人ぐらい増えるんでは

ないかと、いろいろな試算を出していますよね。これが本当に受け入れ場所というのは増え

ていくという見込みはいいんだけれども、受け入れ場所は確実にあるんですよね。ここが一

番問題で、その特養であれ老健であれ、また介護認定のいろいろな通所事業であれ、増加す

るんだと見込みをした、その見込みに基づいてこういう計算をしたんだけれども、ちゃんと

サービスを受けられる場所の確保という問題については大丈夫ですよね。 

○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） サービスの施設等につきましては、特に大丈夫だと思いま

す。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 大丈夫だということで、ただやはり実際この間、町の資料でもこの

特養の待機者がやはり60人からいろいろいますよと、精査していけばもっと少なくなるかも

しれません。しかし、そういう状況もあるわけではないですか。デイサービスも通いたくて

も、やはり体制がなかったりして実際週３回、４回行きたいけれども、週２回ぐらいで抑え

ている例もあるんではないですか。 
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  だから、それで本当に課長言われるように大丈夫だということであれば、本当は待機者な

んかそんなに出ないですよね。ここのところが保険料を我々決める、本当にそれぞれ皆さん、

これは高齢者だけでなく一般の方々にも保険料を支払っていただいているわけで、保険料を

払うけれども、その必要なサービスがちゃんと受ける場所があるのかないのか、そこのとこ

ろが今、言ったように大丈夫ですと言えば、だったら何で特養に待機者がこんなに出ている

んだと。その待機者が行く場所って、どこにあるんですかということを我々聞かなければい

けないんですよ。保険料を上げて、行く場所ないですよと言われたとき、こんなつらいこと

はないんですよ。この点についてやはりこの見込みをしっかりと御説明いただきたいと思い

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 特養の待機者の関係ですけれども、今回の３カ年の計画の

中では特養が必要とする、申し込みは60人ほどいます。必要とする待機者が10人以下、昨年

は７名でした。今回はまだ国の指針は出ておりませんけれども、もう10人以下になるんでは

ないかと思います。 

  それから、特養の関係ですけれども、昨年伊東市にも特養ができました。そういう中でう

ちの町でも何人か行っています。そういったことで待機者も少なくなる。今回の計画の中で

は当然施設はつくりませんので、そういった形で時期はちょっと今わかりませんが、今回は

施設は計画に盛り込んでいないということで御理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 山田さん。 

○１４番（山田直志君） では、今の課長言われるように特養については伊東のほうにもでき

てくる、そういうことを充てれば10人ぐらい増えても大丈夫だよと、これはもうはっきりし

ましたよね。そうしますと、あと例えば介護福祉計画の中、高齢者福祉計画の中でも例えば

認知症対応型の通所介護について言えば、180人ぐらいの増員だとかサービスが非常に多く

必要になりますよということを見積もったりしているわけですけれども、これについて言え

ば、デイサービス等々のそれぞれの事業所がその事業拡大をして、これをちゃんとそういう

サービスを必要とする方々を受け入れるという状況というのは、担当課のほうでは確認でき

ていますか。 

○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） 今、言った介護サービスの関係につきましては、当然うち

のほうで確認できておりますので、御理解願いたいと思います。 
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○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第６号 東伊豆町介護保険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） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 議案第７号 東伊豆町保育ママ事業保育料徴収条例を廃止する条例

について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第10 議案第７号 東伊豆町保育ママ事業保育料徴収条例を廃止

する条例についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第７号 東伊豆町保育ママ事業保育料徴

収条例を廃止する条例について提案理由を申し上げます。 

  子ども・子育て支援法の施行に伴い、家庭的保育事業にかかわる利用者負担額につきまし

ては、東伊豆町保育の必要性の認定等に関する規則を制定することにより、特定教育・保育

と同じ利用者負担額基準表を採用するため、廃止するものであり、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、住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） それでは、ただいま提案されました議案第７号 東伊豆町
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保育ママ事業保育料徴収条例を廃止する条例について説明させていただきます。 

  子ども・子育て支援新制度により、特定教育・保育施設及び地域型保育事業に係る利用者

負担額につきましては、国が定める上限額の範囲内でそれぞれの市町村が定めることとされ、

認定区分が同じであれば施設、事業の類型にかかわらず同じ利用者負担額となるため、支給

認定制度や利用者負担額表等を盛り込み、新制度の煩雑な手続を集約化し、事務の簡素化及

び明確化を図ることを目的とした東伊豆町保育の必要性の認定等に関する規則を制定し、保

育所と同じ利用者負担額基準表を採用するため廃止するものでございます。 

  それでは、朗読をもって説明とさせていただきます。 

  １枚おめくりください。 

  東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

  東伊豆町保育ママ事業保育料徴収条例を廃止する条例。 

  東伊豆町保育ママ事業保育料徴収条例（平成10年東伊豆町条例第16号）は、廃止する。 

  附則 

  この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 

  以上、簡単ですが、説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第７号 東伊豆町保育ママ事業保育料徴収条例を廃止する条例についてを採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程第１１ 議案第８号 東伊豆町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条
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例について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第11 議案第８号 東伊豆町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第８号 東伊豆町立幼稚園保育料徴収条

例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  平成24年８月、子ども・子育て支援法が公布され、平成27年４月より子ども・子育て支援

新制度が本格実施されます。これに伴い、保育料の軽減について条文の整備を図るものでご

ざいます。 

  詳細につきましては、教育委員会事務局長より説明いたさせますので、よろしく御審議を

お願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいま上程させていただきました議案第８号 東伊

豆町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  お手元の４枚目に資料としてちょっとつけさせていただいておりますが、提案理由にもご

ざいましたとおり、平成27年より子ども・子育て支援新制度が本格実施されます。それに伴

い、当町においても保育の担当部署において東伊豆町保育の必要性の認定等に関する規則案

が制定されます。 

  この資料の下のほうに「（多子軽減）第11条」というところがございますが、これの内容

につきましては、幼稚園では、これから年少から小学校３年生までの範囲内に子供さんが２

人以上いる場合には、最年長の子供を第１子、その下の子を第２子とカウントとして、第１

子は全額負担となりますけれども、第２子は半額、第３子以降は無料ということで規則が整

備されます。それに伴い、現在行われている幼稚園の保育料の徴収もこの規則に基づいて認

定とされたものを該当し、金額を徴収していきたいということになりますので、お願いいた

します。 

  それでは、２枚目になりますが、東伊豆町条例第 号。平成 年 月 日。 

  東伊豆町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町立幼稚園保育料徴収条例（昭和34年東伊豆町条例第30号）の一部を次のように改
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正する。 

  第２条中「在園園児に限り、２人目以下は2,000円」を削る。 

  附則 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

  これまでの町立幼稚園の保育料につきましては、第１子が4,000円、在園園児に限り第２

子は2,000円、半額とするというような内容になっておりましたが、この子ども・子育ての

新制度に対応するためで、また町で整備されるこの規則に基づき認定されたものの方々の金

額を、この規則により徴収していきたいと思いますので、現在教育委員会のほうで持ってい

る幼稚園の徴収条例は、在園園児に限り２人目以降の2,000円は適用しなくなるため削除す

るものでございます。 

  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。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） そうしますと、これは毎月１人につき4,000円ということは、２人目

もまた4,000円という、こういう理解でいいんですか。今までは2,000円になって減額、半額、

今度はその条項がないということは１人というふうに数えて、これが2,000円ということで

しょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの御質問について説明させていただきますが、

これまでの幼稚園の保育料徴収条例は１人4,000円で、在園園児に限り２人目以降は2,000円、

半額とするということを、これを削り、新たな子ども・子育て支援法に伴う町の保育を担当

する課のほうで整備される規則の中に今度盛り込まれる内容が、幼稚園ではその年少から小

学校３年生までの範囲で第１子、最年長の子供を第１子、その下の子を第２子とカウントし

て、第１子は全額、ですから4,000円です。第２子は半額、第３子以降は無料というような、

町で整備される規則に基づいて幼稚園の保育料の徴収も行っていくということになります。

よろしくお願いします。 

○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。 



- 169 - 

 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第８号 東伊豆町立幼稚園保育料徴収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） 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１２ 議案第９号 東伊豆町水道事業給水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12 議案第９号 東伊豆町水道事業給水条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第９号 東伊豆町水道事業給水条例の一

部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  本年１月、水道料金等審議会から水道料金等改定の答申を受け、これに基づき水道料金及

び給水分担金の改定を行うものでございます。 

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

します。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） ただいま提案されました議案第９号 東伊豆町水道事業給水条例

の一部を改正する条例について御説明いたします。 

  ４枚目にあります新旧対照表で説明をさせていただきますので、ごらんください。 

  第24条 料金ですが、消費税を内税方式から外税方式に変更するため、条文を改正いたし

ます。 

  現行の「料金は、次の表により算定した基本料金と超過料金の合計額とする。」という条
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文を、改正では「料金は、次の表により算定した基本料金と超過料金の合計額に消費税及び

地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、１円未満の端数は切り捨てる

ものとする。」というふうに改正をいたします。 

  １号表及び２号表の水道料金につきましては、現行料金を25％の改定率で改正いたします。 

  第１号 一般用の１カ月当たりの料金ですが、基本料金10立方メートルまで「1,122円」

を「1,300円」に、超過料金11立方メートルから30立方メートルまで、１立方メートルにつ

き「111円」を「129円」に、31立方メートルから100立方メートルまで「124円」を「144

円」に、101立方メートルから500立方メートルまで「136円」を「158円」に、501立方メー

トル以上「149円」を「173円」に改定いたします。 

  次のページをごらんください。 

  第２号 その他１カ月当たりの料金ですが、分譲地の基本料金、基本水量掛ける「149

円」を「173円」に、超過料金１立方メートルにつき「224円」を「259円」に、臨時用の基

本料金10立方メートルまで「1,871円」を「2,170円」に、超過料金「224円」を「259円」に、

浴場用の基本料金100立方メートルまで「8,108円」を「9,390円」に、超過料金「149円」を

「173円」に改定いたします。 

  次の第29条の２ 分担金ですが、現行第１項の条文を改正では１項から３項に規定いたし

ます。 

  １項では消費税の加算について、２項では別表「１ 給水」の分担金について、３項では

別表「２ 分水」の分担金について、それぞれ規定いたします。 

  次のページをごらんください。 

  別表「１ 給水」及び「２ 分水」の分担金につきましては、現行の額を13％から14％の

改定率で改正いたします。 

  「１ 給水」の分担金ですが、口径13ミリ「４万7,250円」を「５万円」に、20ミリ「10

万5,000円」を「11万円」に、25ミリ「15万7,500円」を「16万5,000円」に、30ミリ「21万

円」を「22万円」に、40ミリ「42万円」を「44万円」に、50ミリ「84万円」を「88万円」に、

75ミリ「168万円」を「176万円」に、100ミリ「336万円」を「352万円」に改定いたします。 

  「２ 分水」の分担金ですが、必要とする１日最大給水量１立方メートル「10万5,000

円」を「11万円」に改定いたします。 

  なお、水道料金及び分担金の表示価格につきましては、現行は税込み価格、改正後は税抜

き価格となっております。 
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  附則 

  （施行期日） 

  この条例は、平成27年４月１日から施行いたします。 

  （適用区分） 

  改正後の東伊豆町水道事業給水条例の規定は、平成27年６月１日以後に納期限が到来する

水道使用料金に適用し、同日前に納期限が到来した水道使用料金につきましては、なお従前

の例によるものといたします。 

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

ます。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） この25％の値上げで、具体的に何年ぐらいもつというふうにシミュレ

ーションしているんですか。この前のときは７年くらいだったように思いますが、19年に

18.8％上げましたよね。それで、現在に至ったわけですから、今回25％の値上げで大体、前

回は５年くらいで赤字の域に達しているわけですよ。ですから、今回はどのぐらいもつのか

と、そのシミュレーションをちょっとお聞かせいただきたい。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 最初町が水道審議会等に諮問したのは30％です。このときは５年でご

ざいます。30％で５年、ということは25％になれば、当然それよりか短くなる。しかしなが

ら、町といたしましては事業いろいろ努力した中で、これは長く一応30％、午前中、答弁い

たしました、それに近いぐらいの努力はしていきたい、そういう考えでございますので、御

理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） ある程度値上げもこれは観光客減、人口減もあるんで、これはやむを

得ないという側面もあるんですけれども、私はここに至るまでのまだ水道事業会計者、ある

いはここに携わる人たちの努力といいますか、工夫が少し足りないというふうに見えるわけ

です。非常にちょっとずさんなように見えるわけですよ、その工夫が十分ではなかったとい

うふうに、さっき一般質問等でも聞けば聞くほど、まだまだ値上げ幅を少なくするとか先に

するような努力をもっともっとすべきではないのかというふうに思ったわけです。 

  例えばボーリング調査なんかでも指名競争入札を行ったというふうなことですけれども、
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それになぜ地元の業者も入れなかったのかとか、この辺のあたりも地元に関しての入れなか

った理由についてちょっとお尋ねしておきたいなと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 藤井さん、今の質問は一般質問のときと質問がダブるんですけれども、

それでも同じ答弁を求めるという形になりますけれども、よろしいんですか。 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には壇上で言った、原課では、水道課ではもうすごい努力した

中で、もういたし方なく今回町民の皆さんに30％負担をお願いしたいということで水道審議

会に諮問いたしました。しかしながら、水道審議会の中ではやはりこういう経済状況の中で

30％というのは町民に負担をかけますもんで、25％の中で企業努力した中で、これをさらに

やっていただきたい、そういう答申を受けておりますし、さらにいろいろ９点の意見を審議

会より賜っております。これを真摯に受けとめた中で、この25％で長く、一応30％と言いま

したけれども、できるだけそれに近い方向にやっていきたいといろいろ考えて、原課では一

応努力したと、これだけは私は断言してやらせていただきたいと思います。 

  以上です。 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） ６番さん、答弁漏れですか。 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） ただいま議案第９号に上程してありますのは、水道事業の給水条例と

いう形の中で皆さんに御審議をいただいているわけでございます。ですから、６番さんの藤

井さんの質問はこの域を超えているという、そういう形になりますので、御理解をよろしく

お願いできますか。 

  ほかに質疑ございますか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 今、町長も言われましたけれども、ここに至るやはり過程の中で、

水道課として、また町としてどういう対応をしたのかということについて幾つかやはり伺っ

ていきたいと思います。もしかしたら、ちょっと幅広くなりますが。 

  やはり今回、当然町民の皆さんも見ていらっしゃるわけですから、はっきりとさせておき

たいと思うのは、今回やはり突然に大きな値上げになった根本的な理由は、まず何かという

ことについてもう一回正確にお答えいただきたい。 
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  先ほど来、一般質問でもありましたけれども、百山荘の処分についてもいろいろ当局でも

あった、料金等審議会等でも意見は出ました。しかし、これを今、処分するということにつ

いて見たときにどういう影響があるのか、これもやはりしっかりと丁寧な説明をしていただ

きたいと思います。 

  また、先ほどの一般質問でも電力コストの見直しについての御指摘もありました。これも

料金等審議会でも、こうした指摘はされました。それについて当局のほうは当局のほうなり

にしっかりと調査検討した結果を報告をされました。ちゃんとその点についても御報告をし

て私はいただきたいと思います。 

  また、先ほど来の町長と議員の中での一般質問のやりとりの中で、若干私は気になる点で

言いますと、町長はそのいわゆる白田からのやはり２号のあそこの擁壁の崩落事故について、

水道料金の値上げには影響はしない。これは私も影響はしていないと思います、今回の値上

げには。ただ、今後これはやはり水道料金の値上げの一つの要因となってくると、要は内部

留保資金を使って工事をしたわけですから、今後事業をするときにこの１億円があれば企業

債を起こす金額を少なくできるわけですね。そういう点では今後の事業に対しては影響があ

ったんだと私は思います。この点はそこのところをしっかりとさせることが必要ではないか

と思っております。 

  次に、今回の水道料金の値上げということになりますが、町民の皆さんの一般利用及び大

口の利用者の状況について、やはり周辺市町との比較においてどういう状況にあるのか、こ

ういう点についてもお聞かせをいただきたいし、そういう説明をやはりしっかりするべきだ

と思います。 

  また、水ビジョン策定以降の町水道課の経営合理化、経営努力について何をしてきたのか、

これもちゃんとやはり説明をしていかなければいけないんではないか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１点、この25％上げた経緯、基本的には水道料金というのは大体

５年、５年に見直していくんですね。私が当初なったときに18年にやりました。それから、

もう今回10年近くやっておりません。そういう中で今回は30％というある程度大幅な値上げ

になった。これは町としてもその辺はちょっと見通しが甘かったかなと。確かに18年、さら

に５年後の20年、そして今回とやれば値上げ幅が少なくなりますもんで、その辺はちょっと

反省していきたいと考えており、今回それが多分大幅なこの30％になった原因ではなかろう
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かと私は考えております。 

  そして、百山荘のこれにつきましては、やはり基本的には不要な土地につきましては書い

てありますように処分していきなさいと言われておりますもんで、これは今まで口伝えであ

る程度、どこかないかな、ないかと言われましたけれども、先程藤井議員が言ったインター

ネット関係の公売、これも一つの方法ですから、その辺は一つやっていきたい、それはそう

いう考えでございます。 

  さらに電力に関しましても、今までやはり努力した中でやった中で東電さんしかないとい

う中でやった中で、また一般質問で藤井議員が言われましたもんで、それでまた電力に関し

ましても経費節減ができるならば、それは検討した中で今後はやっていきたいと考えており

ます。 

  さらに白田の擁壁、これは本当山田議員が言ったように内部のやつを使いましたもので、

その辺は影響があるといえば影響があります。それは認めたいと思います。そういう中で今

後そういう擁壁、大きな事故が起きない、そのような方向で町はやっていきたいし、その擁

壁の崩壊等に議会のほうからもいろいろな指摘されましたもので、それは真摯にやっていき

たいと考えて、また周辺の水道料金につきましては、また原課のほうから説明いたさせたい

と思います。 

  さらにいろいろな行革の中で一応１つは自分になってから、検針なんかにも外部委託させ

た中で、できるだけお金を使わない施策をする、そういう方向でやっていることだけは理解

していただきたいと思います。 

  周辺につきましては、担当課長に説明いたさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） それでは、近隣市町の水道料金の状況について御説明いたします。 

  今、東伊豆町の料金につきまして基本料金とか超過料金でいうとちょっとわかりにくくな

ると思いますので、２カ月で60トン使った場合のときの市町の状況についてで御報告させて

いただきます。 

  東伊豆町の今60トン使った場合の２カ月の料金が現行では6,684円、今回25％改定いたし

ますと8,880円ということになります。今、近隣市町、熱海、伊東、下田市、それから、賀

茂郡の町、８市町の状況でございますけれども、一番安いのが西伊豆町で6,264円という状

況でございます。一番高いのが下田市さんで１万1,964円という状況でございます。あと東

伊豆町からあとは河津町、松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東、この辺が大体8,000円前後と
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いうことで、ほとんど変わっていない状況でございます。 

  それからあと、大口使用の関係で1,000トン使った場合で申し上げますと、今、現行で東

伊豆町では13万2,844円でございます。これを25％の改定率で行いますと16万6,665円という

ことで、２カ月で３万3,821円、１カ月ですと１万6,911円値上げになるわけですけれども、

大口の場合には今の８市町の状況で、改定をしても一番安いという状況でございます。一番

高いところが南伊豆町さんで26万8,638円という状況、これに対して改定しても東伊豆町は

16万6,665円ですので、かなりまだ安いという、このような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 町長がちょっと言った説明と、料金審議会等で言われたところで言

えば、やはり人口減、観光客の減ですよね。明らかにもう少し観光客の状況、宿泊客の動向

がもう少し100万人からなだらかであれば、こんなに急激な赤字となり、料金改定をする必

要性は生じなかった。特に東日本大震災を初めとして、やはり急激な落ち込み、これが赤字

の大きな原因の１つとなっています。なおかつ、東伊豆町の場合の水道は民生用は約４割で

すから、それ以外がみんな営業用、また別荘等の利用に供しているわけですから、ここで大

きな落ち込みがあったということが、うちの今回の水道の致命的な要因であったのではない

かと思います。 

  百山荘の問題でいうと、審議会等の中でも出ましたけれども、これはやはり処分すること

によっての売却損も出ると、そのことによる赤字の拡大というものもある。また今後の水道

体系の中で100％そこの場所を使わないかどうかという問題についても、現状ではやはり十

分判断できていないところもあるというような説明があったかと思います。 

  電力コストの問題については、実際やはりそういう議論もたくさんありました。しかし、

高電圧の施設を持っている東伊豆町においては、電力の自由化ということで新電電等の電力

をやることについての問い合わせの結果、これでは電気料がかえって高くなると、こういう

答弁もあって電気、東電への切りかえを見合わせたというような中身もあったのではないか

と思います。だから、何も努力をしていないんではなくて、その努力はそれなりにはしてい

たということだと私は思っております。 

  そういう中で非常に問題になるのは、前回の値上げ以降もそうなんですけれども、大口の

旅館の皆さんが経営努力ということで、ほかの形で注水を買っていくと、井戸を掘って、こ

れは確かに営業努力ということの分野はあると思います。しかし一方で、それらがやはり道



- 176 - 

 

路占用だとか河川使用料の手続をちゃんと経て利用されているかどうかということについて

は、やはり非常に疑問も残るところでございます。経営努力と言いながら、やはり勝手に自

分たちで安いところを引いて、しかし、観光をやるために観光振興のための補助金もたくさ

んもらっているわけですから、これがやはり自分たちは関係ないと言って自分たちで井戸掘

って、営業努力ということで全体に対して大きく町民の負担を上げるような行為が正々行わ

れてはいけない。しっかりと、そうであったとしても適切な使用料の負担というものを応分

にいただかなければならない。これはしっかりと見直さなければらない。今回だって、もう

既に井戸を掘るだとか言っている業者がいるんです。力がある人たちはそういうことをどん

どんやって町の水道を利用しなくなっていっていいのかと、ざるで水をすくうようなことを

やっていたら町民の負担が増えるばかりですから、これはやはりしっかりと取り締まってい

ただく私は必要もあるんではないかと思いますが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 申しわけなかった。その水道審議会等の内容が十分把握していなくて、

たしか山田議員はその委員であったから詳しく知っているし、それはまた原課のほうからそ

の内容を詳しく聞けばよかったんですが、その辺の詳しく聞かなったのは私の落ち度であり

ます。 

  そういう中で、本当一番の原因はやはり観光の落ち込みです。水道を使うためにも、水道

の使用量が減っているというのが一番のそれは大きな原因でございます。それはリーマンシ

ョックまたは３・11、これの観光客の大幅な減が、基本的には100万あったのが80何万とい

う相当減っていますもんで、これは観光客の減が一番原因だと思うし、また10年間見直さな

かったということも一つの原因ではなかろうかと私は考えたもんで、それは言わせていただ

きました。 

  さらに防衛策として、旅館とかそういうような大口のところは、今言ったように自分で井

戸を掘って軽減しようかと、そういう努力をしている中で、今言ったように、では引っ張る

までに占用とか要望は何か、これは今度はっきりと厳しくやっていきたいと思います。それ

でなければ、ますますこの水道使用料が減っていきますもので、正規の中でそれは減るのは

企業努力で仕方ないと思いますけれども、ちゃんと法を何か違反した中でそういうことをや

っていったら、町としても水道事業は大変苦しくなります。それは今後は厳しくやっていき

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。 

  以上です。 
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○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。 

  まず、本案に反対者の発言を許します。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） 私はこの水道料金値上げに関しましては、今回は反対させていただき

ます。聞けば聞くほどやはり疑問が出てきますし、企業努力といいますか事業努力といいま

すか、そういった工夫も足りない。そして、お金の使い方に関しても非常に契約等々もずさ

んである。例えばの話、契約して水が出ないということになった場合には、ではそれは半分

返してくれと、あるいはそういったものを事前に契約に申し込んでおくとか、あるいはまた、

話し合いによってそれは必ずしも出るというふうに限らないかもわかんないし、しかし、電

源探査もして出るというふうに言ったものが全然出なかったということで4,095万円の損失

をしている。こういった点で水道会計事業に影響してきているわけですから、私はそういう

意味では非常に企業努力、事業努力といいますか、工夫も足りないし、今回25％の値上げを

町民に持ってくる前にもっともっと努力する必要があったんではないか、そういう意味で今

回は反対させていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。 

  賛成者おいでになりませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 今回はこれに対して賛成する立場でございます。 

  藤井さんが言われるように、プロポーザルによる入札等においてもっと工夫をすると、も

っと専門家を入れてしっかりやるとか、その足りないところも確かにあるかもしれません。

しかし、これは４条における資本的支出の問題のところでございまして、３条における収益

的収入及び支出のところではないということを再三、藤井さんにはお話しをしているとおり

でございます。現状の水道がやはり水道供給量が減少して３条において赤字という状況にな

る。そのことによって元利償還の返済にもこのままでいけば滞りが出る。また現状で今まで

大きな、いわゆる日量２万2,000トンを超える給水能力を持てたものを今、早くに老朽化し

ているものをいち早くコンパクトにしてお金のかからないものに変えるという事業にも今、

取り組んでいかなければ町民に対して、また、これからこの町に住む人らに対する大きな負
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担になっていくということも今、我々抱えている問題ではないかと思います。 

  また確かに藤井議員が言われるように、町長を初めやはりこの先ほどの１億円の工事の問

題もそうです。一つ一つの事業を確実に成功させなければ、そのことがやはり水道料金の値

上げとしてはね返ってくる。その緊張感が足りない。そのことは私もそうは思いますが、し

かし、ここで水道料金を上げないという選択肢をするならば、今後残された町民の皆さんに

事業が滞り、安心・安全な水を低価格で提供していくということについての仕事もやはり滞

ってしまうということも考えなければならない事態ではないかと私は思っております。 

  そういう点では、今回はやはりそういう点をよく考えていただきたいな。藤井さんの点も

十分理解できるんですけれども、そうであれば昨日全員協議会でこの議案について特別委員

会等で集中した審議をして、お互いコンセンサスを図り、改善すべき点をしっかりと改善し

てまとめられるような方法にぜひ賛同していただきたかったな。そういうことをしないまま、

今回本会議の中でこういうことになったことについては私としては全く遺憾でございます。

本来なら議員の中でこの問題についてどこを直していくのか、もっと深めた議論をしたかっ

たというふうに思いますが、藤井さんを初め賛同いただけなかったので、特別委員会等を設

置して集中した審議もできなかったということについては残念だと思いますが、しかし、料

金等審議会においても全面的にこの安定供給を図るための方策を提言しているわけでありま

すから、ぜひその点を御理解いただいて、この議案については賛成をしていただきたいと思

います。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これで討論を終結いたします。 

  これより議案第９号 東伊豆町水道事業給水条例の一部を改正する条例についてを採決し

ます。 

  この採決は起立によって行います。本案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。 

  ここで３時45分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ３時３２分 
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再開 午後 ３時４２分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第１３ 議案第１０号 東伊豆町消防手数料徴収条例の一部を改正する条例

 について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第13 議案第10号 東伊豆町消防手数料徴収条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第10号 東伊豆町消防手数料徴収条例の

一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政

令に定める手数料の一部が改正されたので、関係条文を整備す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） ただいま提案されました議案第10号 東伊豆町消防手数料徴収条

例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 

  本議案は地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成12年政令第16号）の一部改正に

伴い、指定数量以上の危険物を取り扱う製造所等の設置許可等の事務に係る手数料の一部が

改正されため、東伊豆町消防手数料徴収条例の一部を改正するものであります。 

  改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、添付いたしました新旧

対照表をごらんください。 

  別表は、東伊豆町消防手数料徴収条例第２条第１号の規定による事務の区分に応じた手数

料について規定したものであります。 

  今回の改正により、別表中（１）製造所の項の金額の欄中、オに該当する施設の手数料に
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ついて「９万1,000円」を「９万2,000円」に改め、次のページをごらんください。 

  （３）取扱所の項の金額の欄中、オ（５）に該当する施設の手数料について「９万1,000

円」を「９万2,000円」に改めるものであります。 

  附則におきまして、この条例は、平成27年４月１日から施行するとしております。 

  なお、当町には今回の条例改正の内容に該当する施設はございません。 

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

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第10号 東伊豆町消防手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを採決

いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程第１４ 議案第１１号 駿東伊豆消防組合への加入について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第14 議案第11号 駿東伊豆消防組合への加入についてを議題と

いたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第11号 駿東伊豆消防組合への加入につ

いて提案理由を申し上げます。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定により、消防に関する事務を共

同で処理するため、平成28年４月１日から、別紙の規約により、駿東伊豆消防組合に加入す
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ることについて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） ただいま提案されました議案第11号 駿東伊豆消防組合への加入

について御説明申し上げます。 

  本議案につきましては、町長の提案理由にございましたように、平成28年４月１日から沼

津市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町及び清水町の７市町により消防に関

する事務を共同で処理するため、地方自治法第287条第１項に基づく一部事務組合の規約に

より駿東伊豆消防組合へ加入するものでございます。 

  また、添付いたしました駿東伊豆地区広域消防運営計画は、消防組織法第34条に基づき、

新消防組織を構成する７市町の総意をもとに策定され、広域化後の消防本部の基本的な計画

として位置づけられるものでありまして、町民の皆様に対してさらに充実した消防サービス

を提供するため、消防組織の充実と強化並びに人事及び財政面での効率的な消防行政運営の

仕組みの構築など、駿東伊豆消防組合の円滑な運営を確保するための計画であります。 

  それでは、駿東伊豆消防組合規約について御説明いたしますので、規約をごらんください。 

  第１章 総則 

  第１条は、組合の名称について定めるもので、名称は「駿東伊豆消防組合」といたします。 

  第２条は、組合を組織する地方公共団体について定めるもので、組織する地方公共団体は、

沼津市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町及び清水町の４市３町といたしま

す。 

  第３条は、組合の共同処理する事務について定めるもので、消防団並びに消防に必要な水

利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除いた消防に関する事務を共同で処理するもの

といたします。 

  第４条は、組合の事務所の位置を定めるもので、事務所の位置は沼津市寿町２番10号に置

くとするものでございます。 

  続きまして、第２章 議会 

  第５条は、議会の組織について定めるもので、組合の議会の議員定数は18人とし、各市町

の定数は沼津市５人、伊東市３人、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町及び清水町は２

人とするものです。 
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  第６条は、議員の選挙について定めるもので、組合議員は、組合を組織する市町の各議会

において、各議会の議員のうちから選挙するものとし、第２項では、選挙を行うべき期日に

ついて、組合管理者が定め関係市町の長に通知するものとし、第３項では、第１項の選挙の

結果について、関係市町の長は、選挙終了後、直ちに組合管理者に通知しなければならない

とするものです。 

  第７条は、議員の補欠選挙について定めるもので、組合議員に欠員を生じたときは、その

組合議員の属する市町の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならないものとし、

第２項においては、第６条第２項の選挙の期日に関する規定及び第３項の選挙の結果に関す

る経緯については、補欠選挙について準用するとしたものです。 

  第８条は、議員の任期について定めるもので、組合議員の任期は、関係市町の議会議員の

任期によるものとし、第２項では、失職規定について、組合議員が関係市町の議会議員でな

くなったとき、その職を失うものとし、第３項では、補欠の組合議員の任期について、前任

者の残任期間とするとしたものです。 

  第９条は、議長及び副議長について定めるもので、組合の議会に、議長及び副議長各１人

を置くものとし、第２項では、議長及び副議長の選挙について、組合の議会において、組合

議員のうちから選挙するものとし、第３項では、議長及び副議長の任期について、組合議員

の任期によるものとするものです。 

  次に、第３章 執行機関 

  第10条は、執行機関の組織について定めるもので、組合に、管理者１人及び副管理者２人

を置き、第２項では、会計管理者１人を置くとしたものです。 

  第11条は、執行機関の選任等について定めるもので、管理者及び副管理者の選任は、関係

市町の長の互選とし、第２項では、会計管理者は、管理者が関係市町の会計管理者から任命

するものとし、第３項では、管理者及び副管理者の任期について、２年とするとしたもので

す。 

  第12条は、職員について定めるもので、組合に消防吏員及びその他の必要な職員を置くも

のとし、第２項では、臨時または非常勤の消防職員を除く消防職員の定数は組合の条例で定

めるものとし、第３項では、消防長の任命は管理者が、消防長以外の消防職員の任命は、管

理者の承認を得て消防長が行うとしたものです。 

  第13条は、監査委員について定めるもので、組合に、監査委員２人置くとし、第２項では、

選任について人格が高潔で、地方公共団体の行政運営に関してすぐれた識見を有する者及び



- 183 - 

 

組合議員から各１人を、管理者が組合議会の同意を得て選任するものとし、第３項では、任

期について識見を有する者から選任される者は４年、組合議員から選任される者は組合議員

の任期とし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う事を妨げないとしたものです。 

  続きまして、第４章 附属機関 

  第14条は、参与会について定めるもので、組合の運営に係る重要な事項を審議するため、

参与会を置くものとし、第２項で、関係市町の長により組織すること。第３項では、運営に

必要な事項について、規約のほかに定めるとしたものです。 

  第15条は、経費の支弁方法について定めるもので、組合の経費は、関係市町の負担金、補

助金、手数料その他の収入を充てるものとし、第２項では、負担金の区分及び割合を、別表

に定め、特別の事由により、この区分または割合によりがたい場合は、関係市町の長の協議

により定めることができるとしたものです。 

  下の表、（第15条関係）をごらんください。 

  組合経費の負担金は公平性を保つため、全ての市町が市町規模等に応じて負担する共通経

費と当該市町が負担する個別経費に区別し、共通経費における経常的経費には消防本部運営

経費、組合議会や監査の費用、広域化後に採用される職員人件費等が、また投資的経費には

消防本部及び指令センターに係る改修費、消防車両等の更新整備等を区分し、負担割合につ

きましては、28年度は22年度から26年度までの各市町の常備消防費の決算額の平均額の関係

市町全体に対する比率とし、29年度から33年度の５年間を経過措置として、常備消防費の決

算額割から普通地方交付税における消防費の基準財政需要額に段階的に移行するものといた

します。34年度以降は、普通地方交付税における消防費の基準財政需要額割とし、それぞれ

の年度において再計算するものとなります。 

  個別経費につきましては、経常的経費では消防署所の運営に係る物件費等の経費及び広域

化前採用職員の人件費を、次のページをごらんください。投資的経費には消防庁舎の改修及

び移転経費を区分するものでございます。 

  １ページへお戻りください。 

  最後に、附則といたしまして、この規約は、平成28年４月１日から施行するものとし、第

２項では、第15条第２項で規定する組合経費の区分及び負担割合について、組合設立後５年

を目途に見直すものとするものでございます。 

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

ます。 
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○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） いろいろこれもメリットもあるけれども、私はデメリットもあるか

なというふうに懸念している点もございます。特に町長、これは当然今、議会が設置される、

議会は当然多数決、これはもう一部事務組合ですからそうです。そうすると、重要事項を審

査するその参与会、こういうところの運営というのはどういう内容でされるんでしょうか。

その辺がもし分かれば、今のやつで今、参与会についてのやつは別途定めるということで具

体的な内容がないもんですから、この辺はどうなっていますでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 参与会の内容については、まだ細部には決まっておりません。しかし

ながら、参与会は一応もう４市３町の首長の中では、もう重要な案件はここで決めましょう

という、そういうもう内規的なものができておりますけれども、細部についてはまだこれか

らです。では、どういうことを決めるかということが決まっていないのが現状でございます。

重要な案件は何しろ首長の皆さんで決めましょうということは、これは合意しておりますが、

そういうことで御理解願いたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 当然いろいろなやはり個別経費、いろいろな費用の負担もございま

すし、直接的にそのことが消防力、また救急業務に支障が出る出ないということもあるので、

そうしますと、やはりぜひこの辺がそれぞれの市町の実情をちゃんと反映した形で運営され

るということが私は必要だと思うので、組合議会とは当然違う形で規則設けられるわけです

から、しっかりとその町の状況についてもお伝えをして、理解を得るような、やはり得られ

るようなまた参与会の運営をしていただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然この４市３町消防広域も首長、この参与会絶対的なあれで、町の

代表として行きますもんで、この東伊豆町が不利にならない方向、これは当然主張しなけれ

ばならないと考えております。これは当然主張すべきところは主張します。しかし、やはり

譲るべきところもあるところもありますので、主張すべきところはちゃんと主張して、そこ

はまた議会と相談しながら、この辺は主張してもいいかどうか、またこの辺は一歩下がって

もいいか、その辺はまた議会の皆さんと相談してこの参与会について臨みたい、そういう考

えでございますので御理解いただきたい。 
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○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第11号 駿東伊豆消防組合への加入についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程の追加について 

○議長（鈴木 勉君） お諮りいたします。ただいま14番、山田さん外９名より発議第２号 

駿東伊豆消防組合への加入に対する付帯決議が提出されました。これを日程に追加し、追加

日程第１として日程の順序を変更し、直ちに議題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。したがって、発議第２号 駿東伊豆消防組合へ

の加入に対する付帯決議を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定いたし

ました。 

  資料配付のため暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時０１分 

 

再開 午後 ４時０２分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎追加日程第１ 発議第２号 駿東伊豆消防組合への加入に対する付帯決議につい

 て 

○議長（鈴木 勉君） これより追加日程第１ 発議第２号 駿東伊豆消防組合への加入に対

する付帯決議を議題といたします。 

  発議者の説明を求めます。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 朗読をもちまして、発議第２号の提案とさせていただきます。 

  発議第２号 駿東伊豆消防組合への加入に対する付帯決議について。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び東伊豆町議会会議規則第14条の規定に

より提出します。 

  平成27年３月12日提出。 

  東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。 

  発議者 東伊豆町議会議員 山田直志。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 内山愼一。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 飯田桂司。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 村木 脩。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 藤井廣明。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 栗田成一。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 森田禮治。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 山本鉄太郎。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 居山信子。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 定居利子。 

  次のページをお開きください。 

  駿東伊豆消防組合への加入に対する付帯決議。 

  駿東伊豆地区消防救急広域化協議会で協議・検討されてきた駿東伊豆消防組合が発足する

こととなった。 

  町単独消防の課題を克服できる面もあるが、反面、新たな懸念も生じている。 

  東伊豆町は、広域圏の端に位置し、人口は１万3,000人余であるが、ホテル・旅館、リゾ
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ートマンションなど防火対象物が数多く存在しており、さらに、近年高齢化率が40％に近づ

きつつあり町民の救急出動も増加傾向にある。 

  今後、消防・救急体制の見直しが必要な時は、町及び町民への説明と理解を得ることを行

うよう求める。 

  人口が少ないなどと言って、広域の数の力で一方的に見直すことがないように運営に特段

の配慮を求める。 

  以上、決議する。 

  平成27年３月12日。 

  東伊豆町議会。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま提案されました発議第２号につきましては、賛成者は全員で

ありますので、質疑、討論を省略いたしまして、直ちに採決を行います。 

  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１５ 議案第１２号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会規約の変更に

 ついて 

◎日程第１６ 議案第１３号 駿東伊豆地区消防救急広域化協議会規約の変更につ

 いて 

○議長（鈴木 勉君） 日程第15 議案第12号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会規約の

変更について、日程第16 議案第13号 駿東伊豆地区消防救急広域化協議会規約の変更につ

いてを一括議題といたします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第12号から議案第13号まで提案理由

を申し上げます。 
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  議案第12号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会規約の変更について及び議案第13号 

駿東伊豆地区消防救急広域化協議会規約の変更につきましては、いずれも地方自治法の一部

を改正する法律（平成26年法律第42号）により協議会の設置根拠、条文が改正されることに

伴い、同法第252条の６の規定により、駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会規約及び駿東

伊豆地区消防救急広域化協議会規約を変更す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） ただいま提案されました議案12号 駿東伊豆地区消防通信指令事

務協議会規約の変更について御説明申し上げます。 

  本議案は、地方自治法の一部が改正されたことに伴い、駿東伊豆地区消防通信指令事務協

議会規約第１条の引用条項を変更するものであります。 

  改正の内容につきまして、新旧対照表で御説明いたします。 

  添付いたしました対照表をごらんください。 

  協議会規約、協議会の目的について規定する第１条中、地方自治法「第252条の２第１

項」を「第252条の２の２第１項」に改めるものであります。 

  附則におきまして、この規約は、平成27年３月31日から施行するとしております。 

  続きまして、議案第13号 駿東伊豆地区消防救急広域化協議会規約の変更について御説明

申し上げます。 

  資料をごらんください。 

  本議案につきましても、議案第12号と同様に地方自治法の一部が改正されたことに伴い、

駿東伊豆地区消防救急広域化協議会規約第１条の引用条項を変更するものでございます。 

  新旧対照表をごらんください。 

  協議会規約、協議会の設置について規定する第１条中、地方自治法「第252条の２第１

項」を「第252条の２の２第１項」に改めるものであります。 

  附則におきまして、この規約は、平成27年３月31日から施行するとしております。 

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

ます。 

○議長（鈴木 勉君） これより議案第12号及び議案第13号の一括質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより議案第12号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会規約の変更についての討論に

入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第12号 駿東伊豆地区消防通信指令事務協議会規約の変更についてを採決い

たします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

  続いて、議案第13号 駿東伊豆地区消防救急広域化協議会規約の変更についての討論に入

ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第13号 駿東伊豆地区消防救急広域化協議会規約の変更についてを採決いた

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程第１７ 議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定について（田町コミュ

 ニティ防災センター） 

◎日程第１８ 議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定について（奈良本地区

 多目的研修集会施設） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第17 議案第14号 公の施設の指定管理者の指定について（田町

コミュニティ防災センター）、日程第18 議案第15号 公の施設の指定管理者の指定につい

て（奈良本地区多目的研修集会施設）を一括議題といたします。 
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  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第14号、議案第15号につきまして順

次提案理由を申し上げます。 

  議案第14号 公の施設の指定管理者の指定について（田町コミュニティ防災センター）。 

  田町コミュニティ防災センターの指定管理者に田町区町内会を指定するものです。 

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

いたします。 

  続きまして、議案第15号 公の施設の指定管理者の指定について（奈良本地区多目的研修

集会施設）。 

  奈良本地区多目的研修集会施設の指定管理者に奈良本区を指定するものです。 

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

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） ただいま提案されました議案第14号 公の施設の指定管理者

の指定について（田町コミュニティ防災センター）につきまして、朗読をもちまして御説明

いたします。 

  東伊豆町防災センターの設置及び管理等に関する条例（平成18年東伊豆町条例第19号）第

４条第１項の規定により、田町コミュニティ防災センターの指定管理者を次のとおり指定い

たします。 

  施設の名称、田町コミュニティ防災センター。 

  指定管理者の所在地、東伊豆町稲取352番地の１、指定管理者の名称、認可地縁団体田町

区町内会。 

  指定の期間、平成27年４月１日から平成32年３月31日まででございます。 

  なお、当該施設に係る指定の期間は、施設の性格から５カ年とさせていただくものでござ

います。 

  以上、簡単でございますけれども、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） 建設産業課参事。 
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○建設産業課参事（鈴木伸和君） 引き続き、ただま上程されました議案第15号 公の施設の

指定管理者の指定について（奈良本地区多目的研修集会施設）について、朗読をもって御説

明とさせていただきます。 

  公の施設の指定管理者の指定について（奈良本地区多目的研修集会施設）。 

  奈良本地区多目的研修集会施設の設置及び管理等に関する条例（平成18年東伊豆町条例第

20号）第４条第１項の規定により、奈良本地区多目的研修集会施設の指定管理者を次のとお

り指定する。 

  施設の名称、奈良本地区多目的研修集会施設。 

  指定管理者の所在地、東伊豆町奈良本1296番地の33、指定管理者の名称、奈良本区。 

  指定の期間、平成27年４月１日から平成32年３月31日まで。 

  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） これより議案第14号及び議案第15号の一括質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより議案第14号 公の施設の指定管理者の指定について（田町コミュニティ防災セン

ター）の討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第14号 公の施設の指定管理者の指定について（田町コミュニティ防災セン

ター）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

  続いて、議案第15号 公の施設の指定管理者の指定について（奈良本地区多目的研修集会

施設）の討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第15号 公の施設の指定管理者の指定について（奈良本地区多目的研修集会

施設）を採決いたします。 
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  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１９ 議案第１６号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町い

 きいきセンター） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第19 議案第16号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊

豆町いきいきセンター）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第16号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて提案理由を申し上げます。 

  公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町いきいきセンター）の指定管理者に、東

伊豆町シルバー人材センターを指定するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。 

  なお、指定管理者の選定は東伊豆町公の施設の指定管理者選定委員会の２回の審議結果に

より決定した内容に基づくものでございます。 

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

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） それでは、ただいま提案されました議案第16号 公の施設

の指定管理者の指定について、議案の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。 

  議案第16号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町いきいきセンター）。 

  東伊豆町いきいきセンターの設置及び管理に関する条例（平成13年東伊豆町条例第25号）

第10条第１項の規定により、東伊豆町いきいきセンターの指定管理者を次のとおり指定する。 

  施設の名称、東伊豆町いきいきセンター。 

  指定管理者の所在地、東伊豆町稲取410番地の１、名称、東伊豆町シルバー人材センター。 

  指定の期間、平成27年４月１日から平成32年３月31日までの５年間といたします。 
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  以上、簡単ですが、説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第16号 公の施設の指定管理者の指定について（東伊豆町いきいきセンタ

ー）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎会議時間の延長について 

○議長（鈴木 勉君） お諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじ

め延長したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決し

ました。会議時間を延長いたします。 

 

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

 

◎日程第２０ 議案第１７号 平成２６年度東伊豆町一般会計補正予算（第１０ 

              号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第20 議案第17号 平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第10

号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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（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17号 平成26年度東伊豆町一般会計補

正予算（第10号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から6,852万円を減額いたしまして、歳入

歳出予算の総額を49億7,812万5,000円とするものでございます。全般的に事業の精算及び執

行残額の最終調整を実施いたしたところであります。 

  歳入の主な内容ですが、町税におきましては実績に基づき町民税の増額と売り上げ本数の

減少に伴い、町たばこ税を減額としております。譲与税、交付金等につきましては、実績に

基づきそれぞれ調整いたしております。寄付金につきましては、ふるさと納税寄付金として

５件の御浄財が寄せられましたので、それぞれの御意向に沿って有効に活用させていただき

ます。 

  次に、歳出の主な内容ですが、国民健康保険特別会計への繰出金の確定に伴う増額措置及

び福祉関係の給付費や医療費等の不足が見込まれる科目について増額措置いたしております。

必要な財源配分を行った後、余剰財源を財政調整基金へ繰り戻し措置させていただきました

ので、御理解をお願いいたします。 

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

します。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） それでは、ただいま提案されました議案第17号 平成26

年度東伊豆町一般会計補正予算（第10号）について概要を説明いたします。 

  補正予算書とあわせて、お配りいたしました資料もごらんいただきたいと思います。 

  平成26年度東伊豆町の一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,852万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ49億7,812万5,000といたします。 

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

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法第213条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、

「第２表繰越明許費」によります。 
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  （債務負担行為の補正） 

  第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」によります。 

  （地方債の補正） 

  第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、１ページ、２ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入について御説明いたします。 

  １款町税、１項町民税、補正前の金額に1,876万7,000円を追加し、５億1,067万3,000円と

いたします。これまでの収納実績に基づき、個人町民税普通徴収現年課税分並びに法人町民

税現年課税分を増額いたします。 

  ４項町たばこ税、補正前の金額から710万円を減額し、１億2,222万3,000円といたします。

たばこの売り上げ本数減少により町たばこ税現年課税分を減額いたします。 

  ２款地方譲与税、２項地方揮発油譲与税、補正前の金額に100万円を追加し、1,400万円と

いたします。これまでの実績から地方揮発油譲与税の増額を見込んだものであります。 

  ４款１項配当割交付金、補正前の金額に150万円を追加し、650万円といたします。配当割

交付金につきましても、これまでの実績から増額を見込んだものであります。 

  ６款１項地方消費税交付金、補正前の金額から570万5,000円を減額し、１億7,329万5,000

円といたします。交付決定に基づき地方消費税交付金を減額するものであります。 

  ７款１項ゴルフ場利用税交付金、補正前の金額に200万円を追加し、1,800万円といたしま

す。これまでの実績からゴルフ場利用税交付金の増額を見込んだものであります。 

  ８款１項自動車取得税交付金、補正前の金額から200万円を減額し、700万円といたします。

これまでの実績から自動車取得税交付金の減額を見込んだものであります。 

  10款１項地方交付税、補正前の金額に209万4,000円を追加し、９億6,796万4,000円といた

します。本年度調整分復活により追加交付されることとなったため、普通交付税を増額する

ものであります。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、補正前の金額から165万5,000円を減額し、２億4,472

万1,000円といたします。障害者自立支援給付費負担金では、自立支援給付費並びに補装具

等給付費の伸びに対して増額となり、児童手当負担金では、対象児童の減少により減額とな

っております。 

  ２項国庫補助金、補正前の金額から1,298万3,000円を減額し、１億2,362万円といたしま
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す。民生費国庫補助金では追加交付の内示に基づく地域生活支援事業費補助金の増額、また

年度途中に保育緊急確保事業費補助金が創設されたことにより増額措置いたします。消防費

国庫補助金では、対象事業所が当初見込みから減少したため建築物耐震診断事業費補助金を

減額とし、また津波監視カメラに対する補助率変更に伴い、市街地整備事業を増額いたしま

す。土木費国庫補助金では、補助対象事業の減に伴い、社会資本整備総合交付金を減額いた

します。 

  ３項委託金、補正前の金額から180万8,000円を減額し、1,012万8,000円といたします。衆

議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金の精算に伴う減額措置であります。 

  15款県支出金、１項県負担金、補正前の金額に671万2,000円を追加し、１億7,356万7,000

円といたします。国民健康保険税の軽減枠拡大により基盤安定並びに財政安定化のための特

別会計への繰り出しが大幅に増となりました。これに対する国民健康保険基盤安定負担金の

決定に基づく増額措置であります。 

  ２項県補助金、補正前の金額から2,086万9,000円を減額し、１億6,348万9,000円といたし

ます。総務費県補助金の避難所等太陽光発電設備導入推進事業費補助金では、図書館並びに

消防署の太陽光発電システム設置における補助対象外となる部分について減額するものであ

ります。民生費県補助金では、交付決定に基づく子ども医療費助成事業補助金の減額や補助

率変更による保育対策等促進事業補助金と子育て支援事業費補助金が減額となっております。

また追加交付の内示に基づき、地域生活支援事業費補助金を増額いたします。商工費県補助

金では、緊急雇用創出事業の事業費確定に伴い緊急雇用事業臨時特例交付金を減額いたしま

す。消防費県補助金では、確定に伴いＴＯＵＫＡＩ－０総合支援事業費補助金を減額するも

のであります。 

  17款１項寄付金、補正前の金額に14万円を追加し、1,017万9,000円といたします。ふるさ

と納税寄付金として東京都練馬区在住の山田和徳様から４万円、また匿名希望の方４名から

10万円、それぞれお寄せいただきました。寄附者の御意向に沿って、社会福祉基金への積み

立てや災害並びに環境保全対策などにおいて有効に活用させていただきます。 

  18款繰入金、２項特別会計繰入金、補正前の金額に568万2,000円を追加し、2,070万6,000

円といたします。図書館並びに消防署の太陽光発電システム設置に対する県補助金との財源

振りかえにより、風力発電事業特別会計繰入金を増額いたします。 

  ３項基金繰入金、補正前の金額から3,590万5,000円を減額し、２億5,594万6,000円といた

します。今回の補正予算における歳入歳出調整後の剰余金を基金へ繰り戻すため、財政調整
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基金繰入金を減額いたします。 

  なお、補正後の財政調整基金残高の見込みは約６億4,300万円でございます。また、消防

防災関係事業の確定に伴い、緊急地震・津波対策基金繰入金を減額いたします。 

  20款諸収入、４項雑入、補正前の金額に436万4,000円を追加し、１億592万6,000円といた

します。過年度収入では、自立支援給付費などの平成25年度分精算による民生費過年度収入

が増額となっております。雑入では、ハザードマップ作製の事業繰り越しに伴い、市町村振

興協会からの寄付金が翌年度収入となるため、地震・津波対策事業交付金を減額いたします。

また、交付決定に伴い、こども通院医療費助成事業交付金を増額いたします。 

  21款１項町債、補正前の金額から2,090万円を減額し、４億4,277万6,000円といたします。

国の第１次補正予算対応で平成27年度事業を前倒しで実施するため、中山間地域総合整備事

業を増額しております。その他の事業につきましては、事業費の確定などに伴う減額措置で

あります。 

  次に、歳出について主なものを御説明いたします。 

  ３ページ、４ページをごらん願います。 

  ２款総務費、１項総務管理費、補正前の金額に９万9,000円を追加し、７億6,619万1,000

円といたします。地域グリーンニューディール事業費補助金過年度返還金の増は、過去に実

施した庁舎屋上の太陽光発電システム整備事業において一部防水部分が補助対象外となった

ため増額するものであります。 

  ２項徴税費、補正前の金額に318万4,000円を追加し、１億237万4,000円といたします。固

定資産税の還付のため町税過誤納還付金を増額いたします。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、補正前の金額に2,320万5,000円を追加し、10億6,546万

2,000円といたします。障害者福祉費では対象者やサービス利用者の増加に伴い補装具等給

付費、自立支援給付費、重度心身障害者医療費給付金、移動支援事業委託料を増額いたしま

す。老人福祉費では、実績に基づき不用額として長寿者敬老祝金を減額いたします。国民健

康保険費では、軽減世帯が50％を超えたことにより基盤安定並びに財政安定化のための特別

会計への繰り出しが大幅に増えたため、国民健康保険特別会計繰出金を増額いたします。介

護保険費では、給付費、地域支援事業、事務費等の減に伴い介護保険特別会計繰出金を減額

いたします。介護予防事業費における燃料費の減は、不用額の減額措置であります。 

  ２項児童福祉費、補正前の金額から636万6,000円を減額し、３億1,255万4,000円といたし

ます。児童福祉総務費では、保育所運営費の単価改正等に伴い保育所入所委託料を増額して
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おります。また、本年度一時預かり事業が実施されなかったため、一時預かり事業補助金を

全額減額いたします。児童措置費では、支給対象者の減により児童手当を減額いたします。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、補正前の金額から1,143万2,000円を減額し、２億1,057万

5,000円といたします。保健衛生総務費における雇い人料の減は、看護師臨時職員の応募が

なかったため減額するものであります。予防費における個別接種委託料の減は、子宮頸がん

予防接種の勧奨差し控えにより減額するものであります。保健事業費では、受診者の減によ

り実績に基づき乳がん検診委託料と生活習慣病予防健診委託料を減額いたします。環境衛生

費における浄化槽設置整備事業費補助金の減につきましても、実績に基づく不用額の減額措

置であります。 

  ２項清掃費、補正前の金額から834万1,000円を減額し、４億9,843万7,000円といたします。

最終処分場管理費における回転円板装置取りかえ工事の減は、契約差金の減額措置でありま

す。 

  ５款農林水産事業、１項農業費、補正前の金額に６万3,000円を追加し、6,536万6,000円

といたします。農業委員会費における農地台帳システム導入委託料の減は、契約差金の減額

措置であります。農地費における中山間地域総合整備事業負担金の増は、歳入でも御説明い

たしました国の第１次補正により平成27年度事業を前倒しで実施するための増額措置であり

ます。 

  ７款土木費、２項道路橋りょう費、補正前の金額から3,163万4,000円を減額し、１億

1,809万5,000円といたします。補助対象事業費の減や契約差金の処理として道路整備等調査

委託料、湯ノ沢草崎線のり面対策工事、用地取得費、立木等補償費をそれぞれ減額いたしま

す。 

  ８款１項消防費、補正前の金額から2,513万円を減額し、４億7,294万9,000円といたしま

す。木造住宅耐震補強助成事業費補助金の減は、本年度利用者がなかったことから全額減額

するものであります。また、事業費確定に伴い稲取地区防災センター設計業務委託料並びに

建築物耐震診断事業費補助金を減額いたします。 

  ９款教育費、２項小学校費、補正前の金額から326万4,000円を減額し、4,982万8,000円と

いたします。大川小学校運営事業における雇い人の減は、県費職員が配置されたことによる

事務員１名分の不用額の減額であります。 

  ４項幼稚園費、補正前の金額から220万9,000円を減額し、9,977万5,000円といたします。

稲取幼稚園運営事業における雇い人料の減は、当初２名分の予算を計上しておりましたが、
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異動等により１名の採用で対応できたため減額するものであります。 

  ５ページをお開きください。 

  第２表 繰越明許費の設定につきましては、８款１項消防費の地域防災計画等策定事業に

おける地域防災計画並び防災ハザードマップの作成業務委託について、新たな相模トラフ側

の地震動・津波浸水想定が公表されたことから、本業務委託に反映させる必要が生じたため

事業を繰り越しするものであります。 

  同じく８款１項消防費の建築物耐震化事業につきましては、耐震診断義務化建築物の耐震

診断事業において、調査に伴い発生する騒音や振動などにより調整に日数を要したことや図

面作成及び第三者機関との協議、評定にも不測の日数を要することから、年度内の事業完了

が困難となったため事業を繰り越しするものであります。 

  ６ページをごらん願います。 

  第３表 債務負担行為補正でありますが、今回の補正予算（第10号）においては、資源ご

み・可燃ごみ等収集業務委託の追加及び事務機器等リース料の契約締結に伴う金額確定によ

り限度額を変更するものであります。 

  ７ページをごらん願います。 

  第４表 地方債の補正でありますが、歳入で御説明いたしました国の第１次補正対応に伴

う中山間地域総合整備事業で120万円を追加し、その他の事業につきましては事業費の確定

などに伴い減額としております。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでありますので、御確認願います。 

  ８ページ、９ページをごらん願います。 

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

  まず歳入ですが、補正前の額50億4,664万5,000円から6,850万円を減額いたしまして49億

7,812万5,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額50億4,664万5,000円から6,852万円を減額いたしまして49

億7,812万5,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が3,134万7,000円の減、地方債が

2,090万円の減、その他財源は44万4,000円の増、一般財源は1,671万7,000円の減といたす内

容でございます。 

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

たします。 
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○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第17号 平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第10号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程第２１ 議案第１８号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予

 算（第３号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第21 議案第18号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第18号 平成26年度東伊豆町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から591万円を減額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ21億9,494万5,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、国民健康保険税の本算定に伴う増減と変更交付決

定による療養給付費等負担金の減額であります。 

  歳出につきましては、実績により高額療養費の増額と共同事業拠出金の確定に伴う減額措

置であります。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 
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○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） ただいま提案されました議案第18号 平成26年度東伊豆町

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について概要を説明いたします。 

  平成26年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よります。 

  （歳入歳出予算補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ591万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ21億9,494万5,000円といたします。 

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

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について御説明いたします。 

  １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、補正前の額から1,086万

1,000円を減額し、４億6,255万8,000円といたします。１節現年課税分、細節１医療給付費

分特別徴収現年課税分393万2,000円の増、細節２医療給付費分普通徴収現年課税分999万

5,000円の減、細節３介護納付金分現年課税分186万3,000円の減、細節４後期高齢者支援分

特別徴収現年課税分123万2,000円の増、細節５後期高齢者支援分普通徴収現年課税分416万

7,000円の減は、本算定によりそれぞれ増減額となったものでございます。 

  ２目退職被保険者等国民健康保険税、補正前の額から117万3,000円を減額し、2,971万円

といたします。１節現年課税分、細節１医療給付費分現年課税分92万7,000円の減も本算定

による減額でございます。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、補正前の額から1,433万

4,000円を減額し、３億4,570万5,000円といたします。１節現年度分、細節１療養給付費負

担金1,399万4,000円、細節２介護保険納付金負担金65万7,000円の減は、ともに変更交付決

定に伴う減額です。 

  ２目高額医療費共同事業負担金、補正前の額から92万9,000円を減額し、1,202万2,000円

といたします。１節高額療養費共同事業負担金、細節１の高額療養費共同事業負担金92万

9,000円の減は交付確定による減額でございます。 

  ２項国庫補助金、１目財政調整交付金、補正前の額から116万9,000円を減額し、１億408

万2,000円といたします。１節普通調整交付金、細節１普通調整交付金227万8,000円の減、
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２節特別調整交付金、細節１特別調整交付金110万9,000円の増は、ともに交付申請による増

減額でございます。 

  ６款県支出金、２項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金、補正前の額から92万

9,000円を減額し、1,202万2,000円といたします。１節高額医療費共同事業負担金、細節１

高額医療費共同事業負担金92万9,000円の減は、交付確定による減額でございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ９款繰入金、１項１目一般会計繰入金、補正前の額に2,390万8,000円を追加し、１億

3,549万7,000円といたします。１節保険基盤安定繰入金、細節１の保険基盤安定繰入金999

万8,000円の増は、負担金の確定による増額でございます。５節財政安定化支援事業繰入金、

細節１の財政安定化支援事業繰入金1,391万円の増は、算出係数の確定による増額でござい

ます。 

  11款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金、補正前の額に63万

6,000円を追加し、332万2,000円といたします。１節一般被保険者延滞金、細節１の一般被

保険者延滞金63万6,000円の増は、実績と見込みによる増額でございます。 

  ３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、補正前の額から125万7,000円を減額し、74万

3,000円といたします。１節一般被保険者第三者納付金、細節１の一般被保険者第三者納付

金125万7,000円の減は、実績と見込みによる減額でございます。 

  恐れ入りますが、９ページ、10ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について御説明をいたします。 

  ２款保険給付費、２項高額医療費、１目一般被保険者高額療養費、補正前の額に481万

2,000円を追加し、１億4,776万3,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１

一般被保険者高額療養費保険者負担金481万2,000円の増は、高額療養費の伸びによる増額で

ございます。 

  ２目退職被保険者等高額療養費、補正前の額に250万円を追加し、1,140万円といたします。

19節負担金補助及び交付金、細節１の退職被保険者等高額療養費保険者負担金250万円の増

も高額療養費の伸びによる増額でございます。 

  11ページ、12ページをお開きください。 

  ７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金、補正前の額から371万

7,000円を減額し、4,808万9,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１の高

額医療費共同事業医療費拠出金371万7,000円の減は、拠出金の確定による減額です。 
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  ３目保険財政共同安定化事業拠出金、補正前の額から1,067万2,000円を減額し、２億

3,958万5,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１の保険財政共同安定化事

業拠出金1,067万2,000円の減も拠出金の確定による減額でございます。 

  ８款１項保健事業費、１目保健衛生普及費、補正前の額に63万円を追加し、544万2,000円

といたします。19節負担金補助及び交付金、細節２の人間ドック補助金63万円の増は、実績

と見込みにより増額するものでございます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページにお戻りください。 

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

  まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額22億85万5,000円から591万円を減額い

たしまして21億9,494万5,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額22億85万5,000円から591万円を減額いたしまして21億

9,494万5,000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で1,736万1,000円の減、その他財

源で2,390万8,000円の増、一般財源で1,245万7,000円の減といたします。 

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

たします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第18号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を採

決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第２２ 議案第１９号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算 

              （第３号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第22 議案第19号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第19号 平成26年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第３号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から5,374万7,000円を減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ12億5,805万1,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、介護保険料実績による増減と国庫支払基金、国県

の支出金等変更交付決定により減額するものでございます。 

  歳出につきましては、保険給付費と地域支援事業を実績により減額するものでございます。 

  なお、今回の補正予算の財源調整のため基金積立金の減額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、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第19号 平成26年度東伊豆町

介護保険特別会計補正予算（第３号）について概要説明させていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところにより

ます。 

  （歳入歳出予算補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,374万7,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億5,805万1,000円といたします。 

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

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 
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  １款保険料、１介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正前の額に375万5,000円を追

加し、２億5,601万4,000円といたします。１節現年度分保険料、細節１の特別徴収保険料

900万円の増は、特別徴収対象被保険者の増によるものでございます。同じく細節２の普通

徴収保険料457万円の減は、被保険者の特別徴収への移行、死亡、停止等の実績によるもの

でございます。 

  ２款分担金及び負担金、１項負担金、１目介護認定審査会負担金、補正前の額から97万円

を減額し、435万2,000円といたします。１節賀茂郡介護認定審査会負担金、細節１の賀茂郡

介護認定審査会負担金97万円の減は、実績により委員報酬等の減額によるものでございます。 

  ４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額から978万9,000円

を減額し、２億1,217万6,000円といたします。１節現年度分負担金、細節１の現年度分介護

給付費負担金978万9,000円の減は、給付費の減に伴う国の変更交付決定を受け減額補正をす

るものでございます。 

  ２項国庫補助金、１目調整交付金、補正前の金額から432万円を減額し、5,385万8,000円

といたします。１節現年度分調整交付金、細節１の普通調整交付金432万円の減は、給付費

の減に伴う国の交付決定を受け減額するものでございます。 

  ５款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の額から2,322万7,000円を減額

し、３億3,473万7,000円といたします。１節現年度分交付金、細節１の第２号被保険者介護

給付費交付金2,322万7,000円の減は、給付費の減に伴う支払基金の変更交付決定を受け減額

するものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ６款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額から1,409万1,000円を

減額し、１億6,284万円といたします。１節現年度分負担金、細節１の介護給付費県負担金

1,409万1,000円の減は、給付費の減に伴う県の変更交付決定を受け減額するものでございま

す。 

  ８款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、補正前の額から404万2,000円

を減額し、１億4,937万9,000円といたします。１節現年度分繰入金、細節１の介護給付費繰

入金404万2,000円の減も、同じく給付費の減による町からの繰入金の減額補正をするもので

ございます。 

  ９ページ、10ページをごらんください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 
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  １款総務費、３項１目介護認定審査会費、補正前の額から87万6,000円を減額し、593万

3,000円といたします。１節報酬、細節１の賀茂郡介護認定審査会委員報酬82万7,000円の減

は、介護認定審査会研修等の委員の出欠の実績により減額するものでございます。 

  11ページ、12ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、３目地域密着型介護サービス給付費、補正前

の額から300万円を減額し、6,666万9,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細

節１の地域密着型介護サービス給付費保険者負担金300万円の減は、グループホーム等のサ

ービス料の減が見込まれることによる減額でございます。 

  ５目施設介護サービス給付費、補正前の額から2,600万円を減額し、３億2,681万5,000円

といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１の施設介護サービス給付費保険者負担金

2,600万円の減は、介護老人福祉施設、特養、介護老人保健施設、介護療養型施設の給付費

の減によるものでございます。 

  ９目居宅介護サービス計画給付費、補正前の額から400万円を減額し、5,633万3,000円と

いたします。19節負担金補助及び交付金、細節１の居宅介護サービス計画給付費保険者負担

金400万円の減は、当初見込みにより利用者、受給者が減少したことによる減額でございま

す。 

  13ページ、14ページをごらんください。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、補正前の

額に256万円を追加し、3,347万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１

の介護予防サービス給付費保険者負担金256万円の増は、要支援認定者利用者の増によるも

のでございます。 

  15ページ、16ページをお開きください。 

  ２款保険給付費、６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費、補

正前の額から200万円を減額し、4,163万9,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、

細節１の特定入所者介護サービス費保険者負担金200万円の減は、食費、居住費の減免利用

者の減によるものでございます。 

  17ページ、18ページをごらんください。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の額から1,953万8,000

円を減額し、411万3,000円といたします。25節積立金、細節１の介護保険給付費準備基金積

立金1,953万8,000円の減は、国県支払基金の交付金等の変更交付決定により減額となったた
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め、財源調整のため積立金を減額補正するものでございます。 

  19ページ、20ページをお開きください。 

  ５款地域支援事業費、２項包括的支援事業等費、４目任意事業費、補正前の額から83万円

を減額し、178万6,000円といたします。20節扶助費、細節１の成年後見町長申立申請請求費

53万円の減は、成年後見人の申立申請の減によるものでございます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページにお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してございます。 

  まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額13億1,179万8,000円から5,374万7,000

円を減額いたしまして12億5,805万1,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額13億1,179万8,000円から5,374万7,000円を減額いたしまし

て12億5,805万1,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳でございますが、特定財源は国県支出金が2,871万円の減、その

他財源が2,427万6,000円の減、一般財源が76万1,000円の減といたします。 

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

たします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第19号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号）を採決い

たします。 

  本案は原案のとおりに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２３ 議案第２０号 平成２６年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算
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 （第１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第23 議案第20号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第20号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１

号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ18万9,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を130万1,000円とするものであります。 

  天草事業からの配分金は減額となりましたが、前年度繰越金が増額となりましたので、一

般会計への繰出金を増額とさせていただいたものであります。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明させますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） ただいま提案されました議案第20号 平成26年度東伊豆町稲

取財産区特別会計補正予算（第１号）について説明させていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の稲取財産区特別会計補正予算（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18万9,000円を増額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ130万1,000円といたします。 

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

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  50万円以上の増減はございませんが、一通り説明させていただきます。 

  ５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、１款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、補正前の金額から４

万4,000円を減額し、106万6,000円といたします。１節その他普通財産貸付収入、細節２配

分金は、天草事業などの精算により配当金が４万4,000円減額となったものでございます。 

  ２款１項１目繰越金、補正前の金額に23万3,000円を追加し、23万4,000円といたします。
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１節細節１前年度繰越金23万3,000円の増は、決算剰余金によるものでございます。 

  次に、７ページ、８ページの歳出になりますが、２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会

計繰出金で、補正前の金額に18万9,000円を追加し、28万9,000円といたします。28節繰出金、

細節１一般会計繰出金18万9,000円の増は、前年度繰越金の増に伴う繰り出し措置でござい

ます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正予算の内容を総括してございます。 

  補正の前の歳入及び歳出予算の総額111万2,000円に、歳入歳出それぞれ18万9,000円を追

加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ130万1,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は全て一般財源となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いい

たします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第20号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計補正予算（第１号）を採決

いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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２４ 議案第２１号 平成２６年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予

 算（第２号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第24 議案第21号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 
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  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第21号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第

２号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,278万3,000円を減

額し、歳入歳出予算の総額を6,910万1,000円とするものであります。 

  予想以上に風況が悪かったことにより予定した売電収入を見込むことができなくなり、減

額措置をさせていただきました。 

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

いたします。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） ただいま提案されました議案第21号 平成26年度東伊豆町風

力発電事業特別会計補正予算（第２号）について概要説明をさせていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,278万3,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,910万1,000円といたします。 

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

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、４款諸収入、１項収益事業収入、１目売電収入、補正前の金額から1,278万

3,000円を減額し、6,721万7,000円といたします。１節細節１売電収入1,278万3,000円の減

は、風況状況によるものでございます。 

  次に、７ページ、８ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款電気事業費、２項１目風局発電事業費で、補正前の金額から230万6,000

円を減額し、2,586万4,000円といたします。13節委託料、細節１発電施設保安管理委託料

200万円の減は、委託差金によるものでございます。 

  次に、２目風力発電基金費で、補正前の金額から1,613万9,000円を減額し、384万円とい
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たします。25節積立金、細節１基金積立金1,613万9,000円の減は、歳入歳出の収支により基

金積立金を減額するものでございます。 

  ３款諸支出金、１項１目繰出金で、補正前の金額に568万2,000円を追加し、1,436万1,000

円といたします。28節繰出金、細節１一般会計繰出金568万2,000円の増は、消防署太陽光発

電システム設置事業で防水工事部分において補助金対象外となったための財源補填によるも

のでございます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正予算を総括してございます。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額8,188万4,000円から歳入歳出それぞれ1,278万3,000円を

減額し、補正後の歳入及び歳出予算の総額をそれぞれ6,910万1,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は全て一般財源となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いい

たします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第21号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第２号）を採

決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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２５ 議案第２２号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第３

 号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第25 議案第22号 平成26年度東伊豆町水道事業会計補正予算
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（第３号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第22号 平成26年度東伊豆町水道事業会

計補正予算（第３号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、収入では水道事業収

益の予定額から6,085万2,000円を減額し、３億9,865万7,000円といたします。 

  ホテル、旅館や別荘地など大口使用者の使用水量が大きく減少したことによるものであり

ます。 

  支出では、水道事業費用の予定額に1,508万2,000円を追加し、４億6,394万8,000円といた

します。電気料金の高騰による動力費の増大や未収金の不納欠損処分を行うものであります。 

  また、予算第４条に定めた資本的支出の予定額から7,182万4,000円を減額し、１億6,113

万5,000円といたします。建設改良費における事業の執行を取りやめたことによる減額でご

ざいます。 

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

します。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） ただいま提案されました議案第22号 平成26年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第３号）について御説明いたします。 

  （総則） 

  第１条 平成26年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よります。 

  （業務の予定量） 

  第２条 平成26年度東伊豆町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第２号中

「311万7,000立方メートル」を「269万6,000立方メートル」に、同条第３号中「8,540立方

メートル」を「7,386立方メートル」に改めます。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  収入、第１款水道事業収益、既決予定額４億5,950万9,000円から6,085万2,000円を減額し、
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３億9,865万7,000円といたします。 

  第１項営業収益、既決予定額４億3,128万9,000円から6,080万円を減額し、３億7,048万

9,000円といたします。 

  第２項営業外収益、既決予定額2,822万円から５万2,000円を減額し、2,816万8,000円とい

たします。 

  支出、第１款水道事業費用、既決予定額４億4,886万6,000円に1,508万2,000円を追加し、

４億6,394万8,000円といたします。 

  第１項営業費用、既決予定額４億３万4,000円に1,299万6,000円を追加し、４億1,303万円

といたします。 

  第２項営業外費用、既決予定額4,148万6,000円に208万6,000円を追加し、4,357万2,000円

といたします。 

  ２ページをお開きください。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「２

億3,295万9,000円」を「２億1,533万1,000円」に、過年度分損益勘定留保資金「２億3,295

万9,000円」を「１億5,568万6,000円」に改め、次に「、過年度分消費税資本的収支調整額

544万9,000円」を加え、資本的支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  支出、第１款資本的支出、既決予定額２億3,295万9,000円から7,182万4,000円を減額し、

１億6,113万5,000円といたします。 

  第１項建設改良費、既決予定額１億4,502万4,000円から7,182万4,000円を減額し、7,330

万5,000円といたします。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第５条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改めます。 

  第１号 職員給与費、既決予定額１億28万円に53万4,000円を追加し、１億81万4,000円と

いたします。 

  恐れ入りますが、９ページをお開きください。 

  参考資料により主な補正内容を御説明いたします。 

  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、１節水道料

金6,000万円の減及び２目簡易水道収益、１節水道料金80万円の減につきましては、水道料

１期分から５期分までの調定済額に６期分の見込み額を加えて料金収入を推計したものであ
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ります。大口使用者の使用水量が大きく減少しております。 

  10ページをお開きください。 

  次に、収益的支出ですが、１款水道事業費用、１項営業費用、２目配水及び給水費、26節

動力費100万円の増につきましては、電気料金の高騰によるものであります。 

  ５目総係費、42節貸倒引当金繰入額1,142万2,000円の増につきましては、時効による未収

金の不納欠損処分を行うものであります。 

  ２項営業外費用、２目消費税、１節消費税208万6,000円の増につきましては、仮払い消費

税の減によるものであります。 

  11ページをごらんください。 

  次に、資本的支出ですが、１款資本的支出、１項建設改良費、１目原水及び浄水施設整備

費、39節工事請負費2,203万円の減及び５目調査費、19節委託料4,979万4,000円の減につき

ましては、工事請負費の一部と調査委託費の執行を取りやめたことによる減額であります。 

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

ます。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第22号 平成26年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第３号）を採決いたし

ます。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 



- 215 - 

 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ５時１８分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成27年東伊豆町議会第１回定例会第３日目は成立いたしましたので、開会をい

たします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第２３号 平成２７年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案第23号 平成27年度東伊豆町一般会計予算を議題とい

たします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  それでは、ただいま提案されました議案第23号 平成27年度東伊豆町一般会計予算につい

て概要と提案理由を申し上げます。 

  既に、施政方針でも御説明をさせていただいておりますが、当初予算の規模は52億2,800

万円となり、平成26年度当初予算に比べ４億4,200万円の増額となっております。 

  まず、歳入の予算の内容でありますが、自主財源は前年対比7.7％増の26億4,483万1,000
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円で、構成比は50.6％となります。構成比36.9％を占める町税におきましては、評価替えや

地価の下落に伴う固定資産税の減収により19億2,823万1,000円で、前年対比4,714万7,000円、

2.4％の減を見込んでおります。 

  次に、依存財源は、前年対比10.8％増の25億8,316万9,000円で、構成比は49.4％となりま

す。そのうち、各種交付金、譲与税につきましては、地方財政計画による伸びを勘案し推計

いたしました。特に地方消費税交付金では、通常の消費の回復が見込まれることから大幅な

増額を見込んでおります。地方交付税につきましては、合併市町に対する新たな加算が設け

られることや地方消費税交付金の大幅な増、また過去の起債の償還終了などの減額要因から

推計し、前年対比2,500万円の減額といたしました。 

  次に、国庫支出金につきましては、奈良本地区避難地整備事業や小中学校屋内運動場天井

等落下防止対策事業に対する交付金などにより、前年対比１億6,384万5,000円の増となりま

した。県の支出金につきましては、前年度の避難所等太陽光発電設備導入推進事業費補助金

の皆減などにより、前年対比2,052万2,000円の減となりました。地方債につきましては、適

債事業に対する充当措置並びに臨時財政対策債により５億9,650万円を見込んでおります。 

  次に、歳出でありますが、構成比42.9％を占める義務的経費では、人件費においては町議

会議員選挙並びに県議会議員選挙に要する経費の増や人勧の影響などにより、12億9,462万

8,000円で、前年対比3,293万9,000円、2.6％の増となります。扶助費につきましては、障害

者更正医療費や自立支援給付費の増により４億5,324万5,000円で前年対比533万2,000円、

1.2％の増となります。公債費につきましては、臨時財政対策債の償還金の増に伴い、４億

9,320万7,000円で前年対比1,298万5,000円、2.7％の増となります。物件費につきましては、

社会保障税番号制度に関するシステム改修などにより、７億1,405万7,000円で、前年対比

652万5,000円、0.9％増となります。維持補修費につきましては、ほぼ前年並みとなり、補

助費等につきましては、消防広域化に係る指令センター整備やデジタル無線整備に対する負

担金の増並びに県に対する緊急地震津波対策交付金返還金などにより、前年対比9,859万

2,000円、8.8％の増となります。繰出金につきましては、４億786万6,000円で、国民健康保

険、後期高齢者医療及び介護保険特別会計繰出金の増により、前年対比1,972万2,000円、

5.1％の増となりました。 

  次に、投資的経費についてですが、６億274万9,000円となり、前年対比２億6,764万1,000

円、79.9％の増であります。補助事業では、市民農園整備事業や奈良本地区避難地整備事業、

また、小中学校屋内運動場天井等落下防止対策事業により、３億9,745万1,000円の増となり、
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単独事業では、前年度実施の図書館、消防署、太陽光発電システム設置工事や最終処分場の

回転円板装置取りかえ工事の皆減などにより、１億2,981万円の減となります。 

  以上、平成27年度一般会計予算の概要説明及び提案理由とさせていただきますが、我が町

の財政状況も厳しさを増す中で、防災対策等の喫緊の課題解決や福祉関係の行政ニーズに対

応していくため、今後は当面緊急を要する事業以外は計画的な投資にとどまるものと考えて

おりますので、御理解をお願いいたします。詳細につきましては、総務課長より説明いたさ

せますので、よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） それでは、ただいま提案されました議案第23号 平成27

年度東伊豆町一般会計予算の主な内容を説明させていただきます。 

  １ページをお開きください。 

  平成27年度東伊豆町の一般会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52億2,800万円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （債務負担行為） 

  第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」によります。 

  （地方債） 

  第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」によります。 

  （一時借入金） 

  第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、

７億円と定めます。 

  （歳出予算の流用） 

  第５条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 



- 222 - 

 

  次に、款項の区分で概要説明をさせていただきますが、この予算の中で、「本年度」と申

し上げますのは「平成27年度」であり、「前年度」とは「平成26年度」といたします。また、

比較につきましては、平成27年度当初予算と平成26年度当初予算の内容で申し述べますので

御理解をお願いいたします。 

  それでは、２ページをごらんください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について申し上げます。 

  １款町税につきましては19億2,823万1,000円、前年対比4,714万7,000円、2.4％の減で、

予算全体に占める割合は36.9％でございます。 

  まず、１項町民税につきましては、個人町民税と法人町民税で４億9,928万9,000円となり、

前年対比738万3,000円の増であります。個人町民税では所得割の伸びを見込み、法人町民税

では均等割、税割のいずれも増額を見込んだものであります。 

  ２項固定資産税につきましては、評価替えや地価の下落の影響などにより11億4,932万

5,000円、前年対比3.7％の減となります。 

  ３項軽自動車税につきましては2,745万円、前年対比5.3％の増を見込んだものであります。 

  ４項町たばこ税につきましては、たばこ離れの影響により１億2,166万6,000円、前年対比

5.9％の減となっております。 

  ５項特別土地保有税につきましては、不納欠損処分により調定税額がなくなるため廃項と

いたします。 

  ６項入湯税につきましては１億3,050万1,000円、前年対比3.3％の減で、課税対象者を87

万人と推計したものであります。 

  次に、２款地方譲与税につきましては4,500万1,000円、前年対比100万円、2.2％の減で、

予算全体に占める割合は0.9％となっております。 

  １項自動車重量譲与税につきましては3,100万円、前年対比6.1％の減となっております。 

  ２項地方揮発油譲与税につきましては1,400万円、前年対比7.7％の増であります。 

  ３項地方道路譲与税につきましては、科目存置といたします。 

  ３款利子割交付金につきましては230万円で、前年対比17.9％の減となっております。 

  ４款配当割交付金につきましては600万円、前年対比20％の増であります。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金につきましては400万円で、前年同額を計上しております。 

  ６款地方消費税交付金につきましては２億2,000万円で、前年対比4,100万円、22.9％の増

であります。なお、予算全体に占める割合は4.2％であります。 
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  ７款ゴルフ場利用税交付金につきましては1,700万円で、前年対比6.3％の増であり、予算

全体に占める割合は0.3％となっております。 

  ８款自動車取得税交付金につきましては900万円で、前年同額を計上しております。 

  次に、９款地方特例交付金につきましては260万円で、前年対比10万円、3.7％の減となっ

ております。 

  ただいまの２款から９款の地方譲与税並びに各種交付金につきましては、国の地方財政計

画や県の試算した伸び率、また現下の経済情勢等に基づきそれぞれ予算計上しております。

地方消費税交付金で4,100万円の大幅な増を見込んでおります。 

  10款地方交付税につきましては８億5,500万円、前年対比2,500万円、2.8％の減で、予算

全体に占める割合は16.4％となっております。合併市町に対する新たな加算項目の創設や地

方消費税交付金の大幅な増、また過去の起債の償還終了など減額要因から推計し、普通交付

税で７億8,000万円、特別交付税で7,500万円を計上いたしました。 

  11款交通安全対策特別交付金につきましては80万円、前年対比50万円、38.5％の減であり

ます。 

  12款分担金及び負担金につきましては3,200万6,000円、前年対比120万7,000円、3.9％の

増で、予算全体に占める割合は0.6％となっております。 

  13款使用料及び手数料につきましては4,486万円、前年対比245万3,000円、5.2％の減で、

予算全体に占める割合は0.9％となっております。 

  １項使用料につきましては3,560万8,000円、前年対比5.0％の減であります。 

  ２項手数料につきましては925万2,000円、前年対比5.8％の減であります。 

  次に、14款国庫支出金につきましては５億2,823万6,000円、前年対比１億6,384万5,000円、

45.0％の増で、予算全体に占める割合は10.1％となっております。 

  ３ページをごらんください。 

  １項国庫負担金につきましては２億3,991万4,000円、前年対比5.3％の増で、障害者自立

支援給付費や医療費の増が要因であります。 

  ２項国庫補助金につきましては２億8,521万7,000円、前年対比114.2％の増で、奈良本地

区避難地整備、市民農園整備及び小中学校屋内運動場天井等落下防止対策に対する補助金が

主な増額の要因であります。 

  ３項委託金につきましては310万5,000円、前年対比7.0％の減であります。 

  15款県支出金につきましては２億9,673万2,000円、前年対比2,052万2,000円、6.5％の減
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で、予算全体に占める割合は5.7％となっております。 

  １項県負担金につきましては１億7,265万2,000円、前年対比1,609万1,000円、10.3％の増

で、国民健康保険基盤安定負担金や障害者自立支援医療費などが増加しております。 

  ２項県補助金につきましては7,880万9,000円、前年対比4,678万1,000円、37.2％の減で、

前年度に実施いたしました図書館、消防署における太陽光発電設備導入に対する補助金の皆

減が主な減額要因でございます。 

  ３項委託金につきましては4,527万1,000円、前年対比1,016万8,000円、29.0％の増であり、

県議会議員選挙や国勢調査委託金により増額となっております。 

  16款財産収入につきましては7,069万2,000円、前年対比74万7,000円、1.1％の増で、予算

全体に占める割合は1.4％となっております。 

  １項財産運用収入につきましては6,887万4,000円、前年対比0.9％の増で、土地貸付収入

が主な内容でございます。 

  ２項財産売払収入につきましては181万8,000円、前年対比8.6％の増で、温泉売払収入を

計上しております。 

  17款寄付金につきましては2,000円の科目存置であります。 

  18款繰入金につきましては４億6,987万3,000円、前年対比２億5,027万9,000円、114.0％

の増で、予算全体に占める割合は9.0％となっております。 

  １項財産区繰入金につきましては10万円、前年同額で、稲取財産区特別会計からの繰入金

であります。 

  ２項特別会計繰入金につきましては683万8,000円で、風力発電事業特別会計から676万

8,000円を繰り入れ、太陽光発電システム設置費補助事業に加えエコリゾートタウン推進事

業や地球温暖化対策事業に充当いたします。 

  ３項基金繰入金につきましては４億6,293万5,000円、前年対比２億5,219万円の増で、緊

急地震津波対策基金から１億3,591万5,000円を繰り入れいたします。また、財政調整基金か

ら３億2,400万円、育英奨学基金から302万円をそれぞれ基金条例の目的に沿って繰り入れ措

置をいたすものであります。 

  19款繰越金につきましては、前年度予算執行状況などから実質収支額6,000万円を見込み

ましたが、そのうち地方自治法233条の２の規定による基金繰入額を3,000万円といたしまし

たので、予算計上額は前年度と同額の3,000万円となりました。予算全体に占める割合は

0.6％となっております。 
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  20款諸収入につきましては6,916万7,000円、前年対比1,325万6,000円、16.1％の減で、予

算全体に占める割合は1.3％となっております。 

  １項延滞金、加算金及び過料につきましては330万円で、町税の延滞金であります。 

  ２項町預金利子につきましては、前年同額の2,000円を計上いたしました。 

  ３項貸付金元利収入につきましては80万円、前年対比43.0％の減で、育英奨学金貸付金の

返還金であります。 

  ４項雑入につきましては6,446万4,000円、前年対比16.3％の減であります。前年度の環境

林整備事業補助金過年度収入2,000万円の皆減が主な減額の要因であります。 

  ５項収益事業収入につきましては60万1,000円で、幼稚園、小中学校の学校施設と防災セ

ンターの太陽光発電売電収入を計上しております。 

  最後に、21款町債につきましては５億9,650万円、前年対比9,340万円、18.6％の増となり、

予算全体に占める割合は11.4％となっております。農林水産業債、土木債、消防債、教育債

及び臨時財政対策債を計上しております。 

  お手数ですが、７ページをお開きください。 

  本予算第３条で定めました第３表地方債の内容でございますが、限度額５億9,650万円で、

起債の方法につきましては、証書借入または証券発行といたします。利率については、年

5.0％以内とし、償還方法を定めたものでございます。なお、地方債の現在高の見込みに関

する調書につきましては、予算書220ページに記載しておりますので、ごらんの上御理解を

お願いいたします。 

  恐れ入りますが、４ページにお戻りください。 

  歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  まず、１款議会費につきましては6,963万3,000円、前年対比402万9,000円、5.5％の減で、

予算全体に占める割合は1.3％となっております。内容につきましては議員報酬、各常任委

員会活動費及び事務局職員の人件費が主なものとなっております。 

  ２款総務費につきましては８億2,959万5,000円、前年対比2,794万1,000円、3.3％の減で、

予算全体に占める割合は15.9％となっております。 

  １項総務管理費につきましては６億6,652万9,000円、前年対比6.2％の減であります。全

般的な需用費や庁舎維持管理費、アスド会館費、自治振興費、地球温暖化対策費、電算費な

どを計上いたしました。前年度実施の図書館、消防署への太陽光発電システム設置工事の皆

減により減額となっております。 
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  ２項徴収費につきましては9,378万7,000円、前年対比1.9％の減となっており、税務担当

職員人件費、賦課徴収事務費等を計上しております。 

  ３項戸籍住民基本台帳費につきましては3,538万7,000円、前年対比0.6％の増で、戸籍事

務関係経費を計上しております。 

  ４項選挙費につきましては1,908万5,000円、前年対比325.3％の増で、本年度は町議会議

員選挙及び県議会議員選挙実施により増額となっております。 

  ５項統計調査費につきましては1,371万9,000円、前年対比34.1％増であります。本年度は

国勢調査の実施年度となります。 

  ６項監査委員費につきましては108万8,000円で、監査事務諸費を計上しております。 

  次に、３款民生費につきましては12億8,458万5,000円、前年対比1,454万6,000円、1.1％

の増で、予算全体に占める割合は24.6％となっております。 

  １項社会福祉費につきましては９億7,822万7,000円、前年対比2.2％の増であります。障

害者福祉費や後期高齢者医療等の老人福祉費、また国民健康保険費、介護保険費等に加え、

本年度も臨時福祉給付金等給付事業が計上されております。 

  ２項児童福祉費につきましては２億9,969万3,000円、前年対比2.6％の減であります。保

育所入所委託料や地域型保育事業、放課後児童クラブ運営事業、子ども医療費助成事業など

が計上されております。 

  ３項国民年金事務取扱費につきましては656万5,000円、前年対比29.8％の増で、国民年金

事務費を計上しております。 

  ４項災害救助費につきましては10万円で、前年度と同額を計上いたしました。 

  次に、４款衛生費につきましては６億7,944万5,000円、前年対比4,211万8,000円、5.8％

の減で、予算全体に占める割合は13.0％となっております。 

  １項保健衛生費につきましては２億1,171万6,000円、前年対比2.2％の減で、保健福祉セ

ンター維持管理費、各保健対策事業費及び担当職員人件費が計上されております。 

  ２項清掃費につきましては４億6,772万9,000円、前年対比7.4％の減となっております。

ごみ収集委託料や東河環境センター分担金、最終処分場維持管理費が主な内容でございます。 

  ５款農林水産業費につきましては２億213万1,000円、前年対比8,616万3,000円、74.3％の

増で、予算全体に占める割合は3.9％となっております。 

  １項農業費につきましては１億6,173万2,000円、124.9％の増であります。農業委員会費

を初め、農業振興費補助金、有害鳥獣対策費、中山間地域総合整備事業負担金等を計上して
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おります。本年度は市民農園整備事業の実施により増額となっております。 

  ２項林業費につきましては2,312万2,000円、前年対比1.8％の増となっております。森林

や林道の整備費や公園緑地維持管理費等を計上いたしました。 

  ３項水産業費につきましては1,727万7,000円、前年対比19.1％の減となっております。漁

業振興費補助金や稲取漁港整備事業地元負担金等を計上しております。 

  次に、６款商工費につきましては１億5,664万1,000円、前年対比447万8,000円、2.8％の

減で、予算全体に占める割合は3.0％となっております。観光協会補助金や商工会運営事業

補助金を初めとし、町内景気対策や観光振興対策に要する経費を計上しております。 

  次に、７款土木費につきましては１億9,349万1,000円、前年対比1,236万8,000円、6.0％

の減で、予算全体に占める割合は3.7％となっております。 

  １項土木管理費につきましては2,947万3,000円、前年対比2.2％の増で、測量登記事務委

託料や道路台帳修正業務委託料及び担当職員人件費が主な内容となっております。なお、事

業終了により急傾斜地対策費は廃目といたします。 

  ２項道路橋梁費につきましては１億2,838万2,000円、前年対比9.9％の減で、道路維持費

では町道全般維持補修工事、また道路新設改良費では道路整備等調査委託などのほか、湯ノ

沢草崎線のり面対策工事ほか３路線の改良工事費と、入谷天城１号線改良工事に伴う用地取

得費と立木等補償費を計上いたしました。 

  ３項河川費につきましては1,135万6,000円、前年対比11.8％の増で、湯ケ岡山田水路や上

赤川の改修工事費を計上しております。 

  ４項都市計画費につきましては2,252万円、前年対比1.0％の増で、都市公園並びに唐沢汚

水処理場の維持管理費及び担当職員人件費を計上いたしました。 

  ５項住宅費につきましては176万円、前年対比12.9％の減で、町営住宅の維持管理経費を

計上しております。 

  次に、８款消防費につきましては７億1,774万6,000円、前年対比２億4,229万3,000円、

51.0％の増で、予算全体に占める割合は13.7％となっております。消防広域化に係る指令セ

ンター整備やデジタル無線整備に対する負担金、また奈良本地区避難地整備関係経費及び県

から交付された緊急地震津波対策交付金の返還金等を計上しております。 

  次に、９款教育費につきましては５億8,978万1,000円、前年対比１億7,694万7,000円、

42.9％の増で、予算全体に占める割合は11.3％となっております。 

  １項教育総務費につきましては１億578万2,000円、前年対比2.4％の増となっております。 
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  ５ページをごらんください。 

  ２項小学校費につきましては１億3,194万8,000円、前年対比148.9％の増となっており、

次の３項中学校費につきましても、１億3,861万1,000円、前年対比262.7％の増となってお

ります。小学校費、中学校費におきましては、屋内運動場天井等落下防止対策事業を実施す

るため、大幅な増額となっております。 

  ４項幼稚園費につきましては9,966万3,000円、前年対比2.0％の減となっております。 

  ５項社会教育費につきましては3,099万6,000円、前年対比4.7％の減であります。 

  ６項保健体育費につきましては7,892万6,000円、前年対比0.9％の減であります。 

  ７項育英奨学費につきましては385万5,000円で、育英奨学金の貸し付け及び育英奨学基金

への積立金を計上いたしております。 

  次に、10款災害復旧費につきましては168万6,000円、前年同額を計上しております。 

  １項においては農林水産業施設災害復旧費、２項では公共土木施設災害復旧費として、災

害時の応急工事等を計上いたしております。 

  次に、11款公債費につきましては４億9,326万6,000円、前年対比1,298万5,000円、2.7％

の増で、予算全体に占める割合は9.4％となっております。内容は、元金償還金４億3,160万

5,000円、公債利子6,036万9,000円、一時借入金利子123万3,000円を見込んだほか、諸費と

して５万9,000円を計上したものであります。 

  最後に、12款予備費につきましては1,000万円で、予算総額の0.2％を計上いたしました。 

  ６ページをお開きください。 

  第２表につきましては、債務負担行為として平成27年度分をお示ししてありますので、事

項、期間、限度額等をごらんの上、御理解をお願いしたいと思います。なお、債務負担行為

が翌年度以降にわたるものにつきましては、216ページ以降に掲載してございます。 

  ７ページをお開きください。 

  第３表地方債につきましては、歳入の21款町債の限度額等をお示ししてございますので、

御確認をよろしくお願いいたします。 

  恐れ入りますが、８ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました款項の歳入内容につきましては、この事項別明細書総括表で前

年度比較も含め示されておりますので、御確認をお願いいたします。 

  ９ページをごらんください。 

（何事か言う声あり） 
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○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ９ページをごらんください。 

  同様に、歳出も前年度比較及び財源内訳の総括表となっております。歳出予算総額の特定

財源内訳につきましては、国・県支出金８億2,496万8,000円、地方債３億4,650万円、その

他財源３億403万1,000円となっており、一般財源につきましては37億5,250万1,000円でござ

います。 

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

いたします。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第２４号 平成２７年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第３ 議案第２５号 平成２７年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２６号 平成２７年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２７号 平成２７年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２８号 平成２７年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２９号 平成２７年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 議案第24号 平成27年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算、日程第３ 議案第25号 平成27年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、日程第４  

 議案第26号 平成27年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第５ 議案第27号 平成27年

度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第６ 議案第28号 平成27年度東伊豆町風力発電

事業特別会計予算、日程第７ 議案第29号 平成27年度東伊豆町水道事業会計予算を一括議

題といたします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 議案第24号 平成27年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算につきま

して、概要を申し上げ提案理由といたします。 

  平成27年度の国民健康保険特別会計歳入歳出予算の総額は23億3,419万4,000円で、前年度

当初予算に比べ１億7,966万1,000円、8.3％の増となっております。 

  まず、歳入につきましては、主な内容を申し上げますと、国民健康保険税が４億7,616万
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円で、前年度当初予算に比べ5.6％の減で、歳入総額の20.4％となっております。国庫支出

金は４億6,891万8,000円で20.1％、前期高齢者交付金が５億5,014万4,000円で23.6％、県の

支出金が１億1,814万2,000円で5.1％、共同事業交付金が５億1,258万円で、保険財政共同安

定化事業の拡大により前年度に比べ２億4,630万1,000円、92.5％の増を見込みました。繰入

金は１億2,454万2,000円でそれぞれ計上いたしました。 

  次に、歳出の主な内容につきましては、保険給付費が13億6,796万9,000円で、前年度当初

予算に比べ1.4％の減で、歳出総額の58.6％となっております。後期高齢者支援金が２億

7,274万9,000円で、前年度当初予算に比べ6.8％の減で、歳出総額の11.7％、介護納付金は

１億1,514万3,000円で、前年度当初予算に比べ17.3％の減で、歳出総額の4.9％、共同事業

拠出金が５億4,523万8,000円で、歳入と同様、保険財政共同安定化事業の拡大により、前年

度に比べ２億4,317万3,000円、80.5％の増を見込んだ内容でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

  次に、議案第25号 平成27年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、概要

を申し上げ提案理由といたします。 

  平成27年度の後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の総額は１億4,354万1,000円で、前年

度当初予算に比べ180万6,000円、1.2％の減となっております。 

  まず、歳入の主な内容を申し上げますと、後期高齢者医療保険料が１億584万4,000円で、

前年度当初予算に比べ4.3％の減で、歳出総額の73.7％となっております。繰入金は3,727万

4,000円で、前年度当初予算に比べ8.6％の増で、歳出総額の26.0％となります。歳出の主な

内容につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金が１億4,312万円で、前年度当初予算

に比べ1.2％の減で、歳出総額の99.7％となる内容でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

  次に、議案第26号 平成27年度東伊豆町介護保険特別会計予算につきまして、概要を申し

上げ提案理由といたします。 

  平成27年度の介護保険特別会計歳入歳出予算の総額は13億5,574万2,000円で、前年度当初

予算に比べ8,344万1,000円、6.6％の増となっております。 

  まず、歳入の主な内容を申し上げますと、介護保険料が２億9,562万2,000円で前年度当初

予算に比べ17.2％の増で、歳入総額の21.8％となっております。国庫支出金は３億1,498万
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5,000円で23.2％、支払基金交付金が３億6,779万2,000円で27.1％、県支出金が１億9,215万

4,000円で14.2％、繰入金が１億8,280万8,000円で13.5％となります。特定財源等の増につ

きましては、保険給付費の伸びによるものであります。 

  次に、歳出の主な内容につきましては、総務費が1,342万8,000円で前年度当初予算に比べ

20％の減で、歳出総額の1.0％となっております。保険給付費は13億996万3,000円で前年度

当初予算に比べ6.9％の増で、歳出総額の96.6％、地域支援事業費は2,903万9,000円で前年

度当初予算に比べ2.9％の増で、歳出総額の2.1％となる内容でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

  引き続き、議案第27号 平成27年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算につきまして、概要

を申し上げ提案理由といたします。 

  平成27年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算の総額は103万4,000円で、前年度に比べ７万

8,000円、7.0％の減となりました。むかい庵の土地貸付料が更新されることにより、減額の

要因となっております。 

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

いたします。 

  次に、議案第28号 平成27年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算につきまして、概要を

申し上げ提案理由といたします。 

  平成27年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算の総額は7,851万1,000円で、前年度に比べ

200万円、2.5％の減となりました。過去の売電量から推計し、売電収入を推計したものであ

ります。 

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

いたします。 

  次に、議案第29号 平成27年度東伊豆町水道事業会計予算について概要を申し上げ提案理

由といたします。 

  水道事業収益は４億7,549万円で、前年度に比べ1,598万1,000円、3.5％の増といたしまし

た。料金改定による料金収入を推計したものでございます。 

  水道事業費用は４億5,117万8,000円で、前年度に比べ973万2,000円、2.2％の増といたし

ました。電気料金の高騰による動力費の増大などによるものでございます。 

  資本的支出は２億1,148万円で、前年度に比べ1,891万1,000円、8.2％の減といたしました。 
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  主な事業では、町道片瀬奈良本線送水管布設がえ工事や稲取地区水源調査業務など９件の

事業を予定しております。 

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

します。 

○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） ただいま提案されました議案第24号 平成27年度東伊豆町

国民健康保険特別会計予算について概要を御説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、221ページをお開きください。 

  平成27年度東伊豆町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出の予算の総額は歳入歳出それぞれ23億3,419万4,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  （一時借入金） 

  第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による、一時借入金の借入額の最高額は１

億円と定めます。 

  （歳出予算の流用） 

  第３条 地方自治法第220条第２項のただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款内でのこ

れらの経費の各項の間の流用。 

  222ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について款項の区分で概要を説明申し上げます。 

  １款１項国民健康保険税は４億7,616万円で、前年度対比2,814万2,000円、5.6％の減で、

予算全体の20.4％を占めております。減額の主な要因は、被保険者の減少等を見込んだもの

であります。また、７月の本算定で確定をいたします。 

  ２款使用料及び手数料は41万5,000円で、督促手数料でございます。 

  ３款国庫支出金は４億6,891万8,000円で、前年度対比1,154万5,000円、2.4％の減で、予

算全体の20.1％を占めております。 

  １項国庫負担金は３億6,302万4,000円、前年度対比3.2％の減で、主な内容は療養給付費
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負担金の減であります。 

  ２項国庫補助金は１億589万4,000円を計上いたしました。調整交付金が主な内容となりま

す。 

  ４款１項療養給付費交付金は7,939万2,000円で、前年度対比659万2,000円、7.7％の減で、

予算全体の3.4％を占めております。退職被保険者療養給付費の減少を見込んでおります。 

  ５款１項前期高齢者交付金は５億5,014万4,000円で、前年度対比2,599万3,000円、4.5％

の減で、予算全体の23.6％を占めております。この交付金は、65歳から74歳までの加入者が

多く、国保の財政支援を行うためのものであります。 

  ６款県支出金は１億1,814万2,000円、前年度対比657万8,000円、5.3％の減で、予算全体

の5.1％を占めております。 

  １項県補助金は１億224万1,000円、前年度対比730万7,000円、6.7％の減であります。減

額の要因は、普通調整交付金の減額を見込んだものであります。 

  ２項県負担金は1,590万1,000円で、前年度対比4.8％の増であります。 

  ７款１項共同事業交付金は５億1,258万円で、前年度対比２億4,630万1,000円、92.5％の

増で、予算全体の21.9％を占めております。大幅な増の要因は、保険財政共同安定化事業の

事業対象が拡大されることによる交付金の増額を見込んだものでございます。 

  ８款財産収入2,000円は、科目存置でございます。 

  ９款繰入金は１億2,454万2,000円で、前年度対比1,295万2,000円、11.6％の増で、予算全

体の5.3％を占めております。 

  １項一般会計繰入金は１億2,454万1,000円で、うち法定外繰り入れが1,000万円でありま

す。 

  ２項基金繰入金は1,000円で、科目存置でございます。 

  10款１項繰越金2,000円も、科目存置でございます。 

  11款諸収入は389万7,000円を計上いたしました。 

  １項延滞金、加算金及び過料は259万3,000円で、一般及び退職被保険者の延滞金でござい

ます。 

  ３項雑入は130万3,000円で、第三者行為等の納付金であります。 

  223ページをごらんください。 

  次に、歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費は777万4,000円で、前年度対比131万2,000円、14.4％の減であります。主な内
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容は、１項総務管理費が545万9,000円、２項徴税費が193万6,000円を計上させていただきま

した。 

  ２款保険給付費は13億6,796万9,000円で、前年度対比1,980万3,000円、1.4％の減で、予

算全体の58.6％を占めております。 

  １項療養諸費は11億9,768万2,000円で、前年度の医療費実績から計上させていただきまし

た。 

  ２項高額医療費は１億6,062万3,000円で、前年度対比812万2,000円、5.3％の増となって

おります。 

  ４項出産育児諸費は756万4,000円で計上させていただきました。 

  ５款葬祭諸費は200万円で、前年と同額であります。 

  ３款１項後期高齢者支援金は２億7,274万9,000円で、前年度対比1,995万3,000円、6.8％

の減で、予算全体の11.7％を占めております。これらは、後期高齢者医療制度を支援するた

めの拠出金であります。 

  ４款１項前期高齢者納付金17万1,000円は、前期高齢者の医療費及び事務費の納付金です。 

  ５款１項老人保健拠出金２万4,000円は、前々年度の拠出金の精算による医療費及び事務

費であります。 

  ６款１項介護納付金は１億1,514万3,000円で、前年度対比2,414万7,000円、17.3％の減で、

予算全体の4.9％を占めております。介護２号被保険者の減により、保険料を見込みました。 

  ７款１項共同事業拠出金は５億4,523万8,000円で、前年度対比２億4,317万3,000円、

80.5％の増で、予算全体の23.4％を占めております。大幅な増の要因は、保険財政共同安定

化事業の事業対象が拡大されたことによる拠出金の増であります。 

  ８款保険事業費は1,866万8,000円、前年度対比175万5,000円、10.4％の増であります。 

  １項保険事業費は486万9,000円、２項特定健康診査等事業費は1,379万9,000円を計上させ

ていただきました。 

  ９款１項基金積立金2,000円、10款１項公債費1,000円は、ともに科目存置でございます。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は145万5,000円で、保険税の還付金等でありま

す。 

  12款予備費は500万円で、前年と同額を計上いたしました。 

  次に、224ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項
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別明細書総括表で前年度比較を加え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いしま

す。 

  次に、225ページの財源内訳ですが、合計で申し上げます。国・県支出金が５億8,706万円、

その他財源が12億6,666万1,000円、一般財源は４億8,047万3,000円という内訳となっており

ます。 

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

たします。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま、健康づくり課長より詳細内容の説明中ではございますが、

ここで10時35分まで暫時休憩をさせていただきます。 

 

休憩 午前１０時１９分 

 

再開 午前１０時３２分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ会議を進めます。 

  次に、健康づくり課長より後期高齢者医療の詳細説明を求めます。 

  健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 続きまして、議案第25号 平成27年度東伊豆町後期高齢者

医療特別会計予算について概要を御説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、253ページをお開きください。 

  平成27年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億4,354万1,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  254ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算の歳入について款項の区分で概要を説明申し上げます。 

  １款１項後期高齢者医療保険料は１億584万4,000円、前年度対比475万8,000円、4.3％の

減で、予算全体の73.7％を占めております。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料は７万円で、前年と同額であります。 
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  ３款繰入金、１項一般会計繰入金は3,727万4,000円、前年度対比295万2,000円、8.6％の

増で、予算全体の26％を占めております。一般会計からの繰入金であります。 

  ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料は35万2,000円で、保険料還付金に係る後期高

齢者医療広域連合からの納付金であります。 

  ５款繰越金につきましては、科目存置であります。 

  255ページをごらんください。 

  次に、歳出についても、款項の区分で申し上げます。 

  １款１項後期高齢者医療広域連合納付金は１億4,312万円、前年度対比180万6,000円、

1.2％の減で、予算全体の99.7％を占めております。内容は、徴収した保険料等を後期高齢

者広域連合に納付するものであります。 

  ２款諸支出金は42万1,000円で、内訳は、１項償還金及び還付加算金で35万1,000円、２項

繰出金７万円となっております。 

  256ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書で総括で前年度比較を加え示してありますので、ごらんの上、御理解をお願いいた

します。 

  次に、257ページの財源内訳でございますが、合計で申し上げます。一般財源で１億4,354

万1,000円となっております。 

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

たします。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、介護保険の説明を健康づくり課長に求めます。 

  健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） 続きまして、議案第26号 平成27年度東伊豆町介護保険特

別会計予算について概要を御説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、262ページをお開きください。 

  平成27年度東伊豆町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ13億5,574万2,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 



- 237 - 

 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  263ページをお開きください。 

  次に、第１表歳入歳出予算の歳入の款項の区分で概要を説明させていただきます。 

  １款保険料は２億9,562万2,000円で、前年度対比4,336万5,000円、17.2％の増で、予算全

体に占める割合は21.8％でございます。 

  １項介護保険料は、65歳以上の方の特別徴収保険料と普通徴収保険料で、基準月額は

4,840円でございます。 

  ２款につきましては、平成27年度より賀茂郡介護認定審査会事務局が当町から西伊豆町へ

移行しますので、廃款となります。 

  ３款使用料及び手数料は11万円で、前年と同額の金額を計上いたしました。 

  ４款国庫支出金は３億1,498万5,000円で、前年度対比2,353万1,000円、8.1％の増で、予

算全体に占める割合は23.2％でございます。 

  １項国庫負担金は介護給付費負担金で２億3,875万9,000円、前年度対比7.7％の増で、負

担率は保険給付費の施設分15％、その他分20％でございます。給付費の伸びによるものでご

ざいます。 

  ２項国庫補助金は調整交付金と地域支援事業費交付金で7,622万6,000円、9.2％の増で、

負担率は調整交付金５％、地域支援事業のうち、介護予防事業25％、包括的支援事業39％で

ございます。 

  ５款支払基金交付金は３億6,779万2,000円で、前年度対比1,111万2,000円、3.2％の増で、

予算全体に占める割合は27.1％で、２号被保険者の保険料でございます。 

  ６款県支出金は１億9,215万4,000円で、前年度対比1,042万5,000円、5.7％の増で、予算

全体に占める割合は14.2％でございます。 

  １項県負担金は、現年度分介護給付費県負担金で１億8,697万8,000円、前年度対比5.8％

の増で、負担率は、保険給付費施設分17.5％、その他分12.5％でございます。 

  ２項県補助金は、地域支援事業交付金で517万4,000円、前年度対比４％の増で、負担率は、

介護予防事業12.5％、包括支援事業19.5％でございます。 
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  ３項財政安定化基金支出金は、科目存置でございます。 

  ７款財産収入、１項財産運用収入も、科目存置でございます。 

  ８款繰入金は１億8,280万8,000円で、前年度対比27万3,000円、0.1％の増で、予算全体に

占める割合は13.5％でございます。 

  １項一般会計繰入金は、介護給付費繰入金、地域支援事業繰入金及び事務費繰入金、包括

支援センターの人件費分繰入金で１億8,280万7,000円、前年度対比７％の増で、負担率は、

保険給付費及び地域支援事業の介護予防事業12.5％、包括的支援事業19.5％でございます。 

  ２項基金繰入金は、科目存置でございます。 

  ９款１項繰越金は、前年度と同額の200万円を計上いたしました。 

  10款諸収入は27万円で、前年度対比５万7,000円、26.8％の増で、主に雑入でございます。 

  １項延滞金、加算金及び過料と２項預金利子は、科目存置でございます。 

  ３項雑入は26万8,000円、前年度対比27％の増で、県からの介護認定審査手数料、介護予

防教室参加の自立体力検定の本人負担分でございます。 

  264ページをごらんください。 

  歳出につきましても、款項の区分で申し上げます。 

  １款総務費は1,342万8,000円で、前年度対比336万3,000円、20.0％の減で、予算全体に占

める割合は１％でございます。 

  １項総務管理費は227万1,000円、前年度対比126.6％の増であります。全般的に需用費、

役務費に加え、システム改修委託料などを計上させていただいております。 

  ２項徴収費は156万6,000円、前年度対比0.2％の減で、納入通知書等の印刷製本費と郵送

料が主な内容でございます。 

  ３項介護認定審査会費は959万1,000円、前年度対比32.6％の減で、主に賀茂郡介護認定審

査会負担金と認定調査費などを計上させていただいております。 

  ２款保険給付費は13億996万3,000円で、前年度対比8,403万9,000円、6.9％の減で、予算

全体の96.6％でございます。第６期介護保険事業計画のサービス見込み料計画値により計上

いたしました。 

  １項介護サービス等諸費は11億9,495万8,000円、前年度対比6.5％の増で、要介護認定の

介護サービス給付費等であります。 

  ２項介護予防サービス等諸費は4,550万4,000円、前年度対比27％の増で、要支援者の介護

サービス給付費等であります。 
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  ３項その他諸費は77万9,000円、前年度対比3.0％増で、介護給付費請求書審査支払委託料

であります。 

  ４項高額介護サービス等費は2,172万8,000円で、前年度対比５％の増で、負担限度額を超

える介護給付費の自己負担に対して補塡するもので、実績及び計画値により算出してござい

ます。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費は270万円で、前年度対比2.5％の増で、実績及び計画

値により算出してございます。 

  ６項特定入所者介護サービス等費は4,429万4,000円で、前年度対比1.4％の増で、低所得

の施設入所者の居住費、食費の補足給付でございます。 

  ３款１項財政安定化基金拠出金は、科目存置となっております。 

  ４款１項基金積立金は196万円で、介護保険給付費準備基金への積立金です。 

  ５款地域支援事業費は2,903万9,000円、前年度対比80万6,000円、2.9％の増で、予算全体

の2.1％でございます。 

  １項介護予防事業費は380万円で、前年度対比8.8％の減で、介護予防事業委託料の減によ

るものでございます。 

  ２項包括的支援事業等費は2,523万9,000円で、前年度対比4.9％の増で、人件費の増によ

るものでございます。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は35万1,000円で、前年度と同額であります。 

  ７款予備費は100万円で、前年度と同額を計上させていただきました。 

  265ページをお開きください。 

  ただいま説明いたしました各款の歳入歳出の内容につきましては、この歳入歳出予算事項

別明細書総括表で前年度比較を加え示してございますので、ごらんの上、御理解をお願いい

たします。 

  次に、266ページの財源内訳ですが、合計で申し上げます。 

  国・県支出金が５億713万9,000円、その他財源が３億6,816万9,000円、一般財源は４億

8,043万4,000円という内訳となっております。 

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

たします。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） 議案第27号 平成27年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算に
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ついて説明させていただきます。 

  300ページをお開きください。 

  平成27年度東伊豆町の稲取財産区特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ103万4,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

によります。 

  それでは、301ページの歳入ですが、財産収入、１項財産運用収入は103万2,000円で、前

年度に比べ７万8,000円の減となります。主な内容は、むかい庵の稲取旅館組合の土地貸付

料ですが、本年10月末の契約期間満了に伴い、更新後の土地貸付年額が80万円から60万円に

減額となり、月割りし71万7,000円になったものであります。 

  ２款１項繰越金及び３款諸収入、１項預金利子は、科目存置とさせていただきました。 

  次に、302ページの歳出ですが、１款管理会費、１項管理会委員会費は83万6,000円で、前

年比８万3,000円の減となります。７名の委員報酬及びむかい庵の土地貸付料の変更により、

天草用地使用補償金が８万3,000円減となった内容でございます。 

  ２款諸支出金、１項繰出金は一般会計への繰出金で、前年同額の10万円を措置いたしてご

ざいます。 

  ３款予備費に９万8,000円を措置させていただいております。 

  303ページ、304ページをごらんください。 

  歳入歳出予算事項別明細書で予算内容を総括いたしております。 

  歳入歳出予算の合計は歳入歳出それぞれ103万4,000円で、前年度比７万8,000円の減とな

っております。今年度予算の財源内訳は、全て一般財源となっております。 

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

  続きまして、議案第28号 平成27年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算について説明さ

せていただきます。 

  309ページをお開きください。 

  平成27年度東伊豆町の風力発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ7,851万1,000円と定めます。 

  第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」
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によります。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の款項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定めます。 

  第１号 電気事業費の款項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  恐れ入ります、310ページをお開きください。 

  歳入ですが、１款財産収入、１項財産運用収入の予算額１万円は、預金利子を見込んだも

のでございます。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金1,000円は、科目存置とさせていただきました。 

  ３款１項繰越金は、前年度繰越金を前年度と同額の50万円を見込んでおります。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入で、売電収入として前年度比220万円減の7,800万円を見込

んでございます。過去の発電実績をもとにした売電計画によるものです。 

  次に、311ページの歳出ですが、１款電気事業費は4,674万9,000円で、前年比８万9,000円

の減でございます。 

  １項電気事業管理費は５万円で、前年度比１万2,000円の減とし、一般管理費を計上いた

してございます。 

  ２項風力発電事業費は4,669万9,000円で、前年度比７万7,000円の減でございます。主な

内容ですが、施設稼働時の電気料228万円、修繕料200万円、予期できない事故等により運転

を停止した場合に売電収入を補償する保険料186万7,000円、施設保安管理委託料2,000万円

を計上してございます。 

  公課費につきましては、26年度会計の収支状況から、消費税を665万2,000円を見込んでお

ります。 

  ２款１項公債費は、償還計画によるもので、元利償還金は2,449万4,000円で前年と同額の

措置となっております。 

  ３款諸支出金、１項繰出金は676万8,000円で、前年度比191万1,000円の減といたしました。

住宅用太陽光発電施設補助金、エコ事業への財源補塡として一般会計へ繰り出し措置するも

のでございます。 

  ４款１項予備費は、前年同額50万円を計上させていただいております。 

  312ページ、313ページをごらんください。 
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  歳入歳出予算事項別明細書で内容を総括してございます。 

  本年度の歳入歳出予算の予算総額は、歳入歳出それぞれ7,851万1,000円で、前年度比200

万円、2.5％の減となりました。 

  なお、全て財源は一般財源となっております。 

  すみません、特定財源としてその他財源１万円、一般財源7,850万1,000円となっておりま

す。 

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

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） それでは、議案第29号 平成27年度東伊豆町水道事業会計予算に

ついて御説明いたします。 

  １ページをお開きください。 

  （総則） 

  第１条 平成27年度東伊豆町水道事業会計の予算は、次に定めるところによります。 

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりといたします。 

  第１号 給水件数 6,030件。 

  第２号 年間総給水量 271万立方メートル。 

  第３号 １日平均給水量 7,404立方メートル。 

  第４号 主な事業 稲取地区水源調査業務委託ほかを予定しております。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

  収入 第１款 水道事業収益 ４億7,549万円。 

  第１項 営業収益 ４億4,874万7,000円。 

  第２項 営業外収益 2,674万3,000円といたします。 

  支出 第１款 水道事業費用 ４億5,117万8,000円。 

  第１項 営業費用 ４億735万6,000円。 

  第２項 営業外費用 4,282万1,000円。 

  第３項 特別損失 1,000円。 

  第４項 予備費 100万円といたします。 
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  ２ページをお開きください。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

  資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億1,148万円は、過年度分損益勘定留

保資金２億1,148万円で補塡するものといたします。 

  支出 第１款 資本的支出 ２億1,148万円。 

  第１項 建設改良費 １億2,586万5,000円。 

  第２項 企業債償還金 8,561万5,000円といたします。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第５条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、または

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

  第１号 職員給与費 9,625万7,000円といたします。 

  （たな卸資産の購入限度額） 

  第６条 たな卸資産の購入限度額は442万6,000円と定めます。 

  ３ページをごらんください。 

  予算実施計画で概要を御説明いたします。 

  まず、収益的収入ですが、１款水道事業収益４億7,549万円で、前年度に比べ1,598万

1,000円、3.5％の増といたしました。 

  １項営業収益は４億4,874万7,000円で、前年度に比べ1,745万8,000円の増といたしました。

水道料金を25％の改定率で料金収入を推計し、上水道で1,500万円、簡易水道で250万円の増

収を見込んだものでございます。 

  ２項営業外収益は2,674万3,000円で、前年度に比べ147万7,000円の増といたしました。制

度改正による長期前受金戻入の減によるものであります。 

  ４ページをお開きください。 

  次に、収益的支出ですが、１款水道事業費用は４億5,117万8,000円で、前年度に比べ973

万2,000円、2.2％の増といたしました。 

  １項営業費用は４億735万6,000円で、前年度に比べ1,474万2,000円の増といたしました。

電気料金の高騰による動力費の増大や定期的に行う量水器交換の増加によるものありま

す。 

  ２項営業外費用は4,282万1,000円で、133万5,000円の増といたしました。消費税納入額の
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増によるものであります。 

  ３項特別損失は、科目存置といたしました。 

  ４項予備費は、前年度同額の100万円を計上いたしました。 

  ５ページをごらんください。 

  資本的支出ですが、１款資本的支出は２億1,148万円で、前年度に比べ1,891万1,000円、

8.2％の減といたしました。 

  １項建設改良費は１億2,586万5,000円で、前年度に比べ1,669万6,000円の減といたしまし

た。主な事業では、町道片瀬奈良本線送水管布設がえ工事、熱川配水池送水設備改修工事及

び稲取地区水源調査業務委託など、水道工事８件と業務委託１件を予定しております。 

  ２項企業債償還金は8,561万5,000円で、償還計画に基づき計上いたしました。 

  ６ページには予定キャッシュフロー計算書を、11ページには予定貸借対照表を、また14ペ

ージ以降には予算参考書、給与費明細書及び債務負担行為に関する調書を添付してあります

ので、御参照ください。 

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

ます。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、提案されました平成27年度の各会計の当初予算の概要説明を

終了いたします。 

  なお、大綱質疑の締め切りにつきましては、本定例会第１日目に議会運営委員長から報告

がありましたとおり、本日正午までとしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議あり」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと…… 

（「あり」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議あり。 

（「異議ありだから」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 12番さん、居山さん、異議ありの理由が説明できますか。 

○１２番（居山信子君） そういうのが異議ありです。 

○議長（鈴木 勉君） マイクを使っていただけませんか。最後になって、20年間務められて

ね、マイクをはっきりと使ってくださいね。 

○１２番（居山信子君） 地声が大きいもので、マイクも要らないかと思いました。 

○議長（鈴木 勉君） 異議の…… 
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○１２番（居山信子君） 異議ありでございます。 

○議長（鈴木 勉君） はい、だからその異議の説明を求めます。異議がございますんでしょ

う。 

○１２番（居山信子君） うん、そう。 

○議長（鈴木 勉君） ですから、12番さんの居山さんに異議の説明を求めます。どういう異

議があるんですか。 

○１２番（居山信子君） その説明をしろということですか。そんなのあるの─異議があり

だったらだめなのではないか、誰か一人異議があれば。手続はどうですか、議長。ちゃんと

手続を踏んでください。異議ありという場合にはどうなるの。 

○議長（鈴木 勉君） だから、12番さんにどういう異議がございますかという説明を求めて

おります。 

○１２番（居山信子君） 説明をしなくてはいけないというのが手続でありますか。 

○議長（鈴木 勉君） では、なければ異議はないという形ですよ。 

○１２番（居山信子君） あるけれども、言わなくたってわかるでしょう。 

○議長（鈴木 勉君） そういうのは、議会運営上では今までの経験の中で12番さんに対して

は申しわけありませんけれども…… 

○１２番（居山信子君） これちゃんと休憩になっている、休憩になっている…… 

○議長（鈴木 勉君） 入っていますよ。 

○１２番（居山信子君） 議長、休憩しないとみっともないね。 

○議長（鈴木 勉君） いや、しません。休憩する必要ありません。 

（「採決をとってください、議長、採決をとってください」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 何ですか。聞こえないんですよ。 

（「採決をとってください、採決をとってください」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 動議ですか。 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩をとっておりませんから、異議の説明がなければ、議事をこ

のまま進行させてもらいます。 

（「議長、休憩にしてください」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めますよ、説明がなければ。 

（「今その議長の議事整理にちょっと疑問を感じますもので、議会運営
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委員会でこういう場合にはどういう手続になるのかをしていただきた

いものですから、休憩にまずしてください」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） いいえ、休憩はしません。議事運営上の整理として、議長がどういう

異議がございますかというのを聞いています、12番さんに。その説明がなければ異議がない

という形で、私は議事進行をさせていただきたいと思っております。 

○１２番（居山信子君） 議長ね、やはり議場はもちろん議長の議事整理権ではありますけれ

ども、議会運営のルールというものをきちんとやっていただかないと、毎度議長がそこに座

って、誰でも自分の考えで議場を整理するというようなことがあるのが我が町の一番大きな

問題点です。ですので、私がささいなことのようですけれども、ほら、寝ていた人も目がさ

めちゃった。ささいなことのようですけれども、きちんと議会のルールというものを本当初

歩的なルールですので、異議ありと言った後の、その議事整理がどうなるのかを議会運営委

員会でちゃんと整理してですね、その上で進めていただきたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） ですから、12番さん、居山さん、あれですよね。私が今ただいま異議

がありますかというのは、大綱質疑の締め切りにつきまして、議会運営委員長の報告があり

ましたとおりに御異議ありませんかという形ですから、何の御異議かをはっきりと言ってい

ただけなければ、私も取り扱うわけにはいきません。議会運営上の、議会の運営委員長から

の…… 

○１２番（居山信子君） みっともないよ、流れだよ。 

○議長（鈴木 勉君） 報告に異議があるならあるという形で、異議の内容を説明していただ

きたいと思います。 

○１２番（居山信子君） お粗末。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０６分 

 

再開 午前１１時１４分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

  ただいま、12番、居山さんより異議がありました。 

  それでは、採決をいたします。大綱質疑の締め切りを本日正午までとすることに賛成の方
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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。 

  議事を進行させていただきます。 

  なお、質問の範囲は事業別までといたしますので、御承知ください。詳細につきましては、

特別委員会にて質疑していただくようお願いいたします。 

  なお、大綱質疑締め切り後、議会運営委員会を開催いたします。 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて…… 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１５分 

 

再開 午前１１時１７分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

  ただいま、私の朗読によりまして少し混乱を来したことにつきましては、議長も反省をい

たしております。 

  口述書を読ませていただきます。 

  よって、大綱質疑の締め切りを本日正午までといたします。 

  なお、質問の範囲は事業別までといたしますので、御承知ください。詳細につきましては、

特別委員会にて質疑をいただきますようお願いをいたします。 

  なお、大綱質疑締め切り後、議会運営委員会を開催いたします。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会をいたします。 
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  御苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時１８分 
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開議 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、こんにちは。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成27年東伊豆町議会第１回定例会第６日目は成立いたしましたので、開会をい

たします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第２３号 平成２７年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案第23号 平成27年度東伊豆町一般会計予算を議題とい

たします。 

  これより大綱質疑を行います。 

  大綱質疑の範囲は事業別までとし、質疑の回数は２回まで、質疑と答弁を含め１人30分以

内といたします 

  なお、予算に対する質疑ですので、一般質問のようにならないよう御注意をお願い申し上

げます。 

  ６番、藤井さんの大綱質疑を許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは、今年度の予算につきまして、大綱質疑をさせていただきま



- 252 - 

 

す。 

  今年度予算は、52億2,800万円という非常に大型の予算ということがいえるんではないか

と思います。昨年より9.2％増、この10年間の間においても最大規模になっているというこ

とで、積極予算ということに評価してもいいわけですけれども、内実を見ますとなかなか厳

しい面があるんではないかなというふうに思います。 

  そこで、町債がやはり、この11.4％が起債、地方債を起こしているという内容で、いわば

借金が11.4％に頼っているという内容ですので、非常に大丈夫かなという一抹の不安も覚え

るところでございます。 

  そこで、町債の適正な限度額、どの程度までを許容範囲と見ているのかということを町長

にお尋ねいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長より答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の一般会計の大綱質疑、歳入における町債について、町債の

適正な限度額、どの程度までの許容を見ているかについてお答えいたします。 

  町の財政規律を保ち健全性を維持するために、資金の調達や償還など、地方債管理には慎

重な配慮をいたしているところであります。地方債の中でも交付税による財政支援の有無な

どにより後年度負担の大きさに違いがあることから、適正な限度額などを金額で判断するの

には難しい部分がございます。 

  そこで、地方債の状況の判断材料の一つとして財政健全化法における実質公債費比率がご

ざいます。国の関与もこの指標を用いて行われておりますが、当町の実質公債費比率につき

ましては、平成19年度以降、毎年健全化の方向に数値が減少しておりますので、一定の健全

性を保っているものと捉えております。今後につきましても、これらの健全化判断比率等に

留意しながら、資金調達と後年度負担の平準化との調整を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

  また、当町の平成27年度末における地方債現在高見込み54億7,600万のうち、国の地方交

付税の財源不足を補塡するために町が発行する交付税の代替財源であります臨時財政対策債

の現在見込みは、31億5,800万円と全体の57％を占める状況にあります。この臨時財政対策

債の元利償還金につきましては、後年度の基準財政需要額に全額算入され、交付税で交付さ

れることとなっておりますので、御理解をお願いいたします。 
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○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） これまでの町の予算を見ますと、近隣市町などとも比べても収入の面

で自主財源がまだ少しはいい数字を示しているというようなことで、多少安心の要因もござ

います。 

  ただ、財政比率等々だけで健全であるというふうなことになってきますと、中には先ほど

申したような町債、これがどんどん膨らんでくるんではないかというふうな懸念を持つわけ

です。これまでこれを見ますと27年度の末の見込み、当年度末の支払い残高といいますか、

地方債の残高は今町長もちょっとおっしゃいましたが、54億7,661万なんですが、その前年

を見ますと53億円、その前の年ですと52億円ということで、残高が年々１億ずつくらいふえ

てきているわけですよ、確実に。これは残高ですから、当然支払わなければならない額の残

なわけですよね。年間に払える額というのが、今年度の場合ですと４億3,100万ですか、払

っていると。 

  しかし、借り入れの予定のほうが５億9,600万ということで、実際は返済よりも借入額の

ほうが多くなっているということなわけですね。これではどんどん返済見込み額といいます

か、残高がたまっていくのは当然で、つまり借り入れる額のほうが多い、返済のほうが少な

いということであれば、残高がたまって大きくなっていくのは当たり前でね。 

  そうしますと、これはやがていつかは次の世代にツケとなって残るようなことになるんで

はないかと思うんですよ。これは国の借金と似たような形態なんですけれども、いつか払わ

なければならない時期が来るということで、今おっしゃるように国からの交付金で補塡され

るとか、幾つかの方法はあるようですけれども、いずれにしましても、年々返すべき返済額

よりも借り入れる額のほうのものが多くなっているということは、これはその残高が大きく

なっていると。この点に関しましてやはり適正な限度額といいますか、財政規律をもっと締

めていかないと、今言ったように町民の将来に負担を残すような形になるんではないかとい

うふうに思いますので、この辺の懸念を払拭されて健全な財政運営をお願いしたいというふ

うに思いますので、どうでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 藤井議員、本当に町の心配をして、大変ありがとうございます。 

  それと、やっぱり一つの町の財政の判断、これはやっぱり壇上でも言ったように国の示し

ている指標、これを用いらなければこの町はやっていけないもので、この国の指標、これを

超えない方向でそれより少ない方向、これが１つの目安だと私は考えておりますので、その
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辺は御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、藤井議員が言ったように、本当に今回町債が５億9,000万と多くなりまし

た。しかし、この中に天井等落下防止対策、これはやらなければなりません。これが１億

1,000万の起債です。そして、町の消防の広域、これに関する消防債が１億6,200万、これで

もう２億5,000万円ぐらいあるんですよね。それを差し引きますともう３億ちょっとで、去

年より少ないんですよ。さらに、また臨時財政対策債を引きますと、町の差し引きは１億

6,000万です。 

  そういう中でやっぱり確かに起債がふえておりますけれども、これはやらなければならな

い事業でありますから、これは増えています。当然町といたしてもそこは借金ですから、こ

の町債を減らす方向でやっていきたいと考えておりますので、これは当然実質公債費比率、

そういうのも見た中で、これが上がらない方向で町は当然財政をやらなければならない。 

  ただ、今回この５億9,000万と多くなったことは、その辺は御理解を。基本的には教育債

と消防債、これによって２億何千万にいっておりますもので、それを差し引けば３億何千万

ですから、去年より私は少なくなっていると解釈しております。これはやらなければならな

い事業ですから、今回は５億9,000万、そう言っておりますので、その辺は御理解願いたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、６番、藤井さんの大綱質疑を終結いたします。 

  次に、12番、居山さんの大綱質疑を許します。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 皆様、こんにちは。 

  私、この平成27年度の一般会計につきまして、大綱質疑をさせていただきたいと思います。

通告してありますものは１問でございますので、ゆっくりとわかりやすい御答弁をお願いし

たいというふうに思います。 

  私ども、決算はまだ26年度をやっておりませんもので伺うところですが、25年度の決算と

いうものが今回６款３目観光費について、この平成27年度の予算計上にどう反映をされてい

るのか、伺うところでございます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長より答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 居山議員の一般会計の大綱質疑、平成25年度決算は予算計上にどう反

映されているのか、以下について伺う。６款３目観光費についてお答えいたします。 

  決算は、１会計年度の歳入歳出予算の執行の実績について作成される確定的な係数表であ

り、予算と比較して実績はどうなっているのか、また予算が目的どおり遂行され、その効果

が十分に発揮されているかなどを分析、検討することにより財政運営の適否が判断されると

ともに、将来の財政計画の重要な指標となるものであります。したがいまして、決算の意義

は歳入歳出予算の実績を明らかにし、財政上の責任を明確にするとともに、将来の財政運営

に役立てるところにあると考えております。 

  御指摘の観光費におきましては、平成25年度決算における監査委員の決算審査意見書や昨

年の９月定例会での特別委員会審査報告書の指摘事項を真摯に受けとめ、事務事業の執行及

び予算編成方針はもとより、平成27年度予算計上に反映させるように努めてまいりましたの

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） 私ども、特別委員会で予算、それから一般会計、特別会計、それぞ

れ予算、決算の審議をしていくわけですけれども、昔はよく先輩がもう決算は終わってしま

ったものだからしようがないというようなことで、何かやりとりをしていたかなと。 

  でも、本当にそうだろうかと。やはり決算をしっかり見て、そして指摘されたことを、ま

た指摘したことを、予算がどういうふうにそれに基づいて編成をなされているのかというと

ころまで見ていかなければならないのではないかなというふうにかねがね思っておりまして、

特にこの観光費につきまして、私ももう20年こうしていろいろさまざまな財政運営のやりと

りを伺ったり、また現場で町民の皆さんの生活ぶりを見ていくにつきまして、本当に予算が

効率的に使われているのかと。特に観光費ですので、きょうは通告してありますが、さまざ

ま国・県からの補助金等も当然ございます。うちの町の財政が傷まないからいいだろうとい

うようなこともあって、そういう補助金を活用しての事業というようなことが多々あること

は承知をしております。せっかくいただいたその予算が具体的にどう使われ、なおかつ使わ

れた予算も場合によったら残ることもあるわけですね。それは、この25年度の監査委員の決

算審査意見書をひもといてみますと、やはりこの補助金交付団体の決算の剰余金というもの

が出ていたわけですね。この補助金の支出に関しては会計年度独立の原則というものが当然

適用をされるわけでございますので、これは残ったものは必ず戻されなければならないとい

うふうなことにもなろうかとも思いますし、それを次年度に繰り越して経理をされているも
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のが補助金団体の中にあったわけでございます。 

  そういう指摘を監査委員のほうでなされている中で、終わってしまった事業はいいだろう

みたいな感じで、やはり見過ごしてしまうことがあってはいけないというふうに感ずるもの

でございますし、また非常に厳しい観光上の状況を見ましたときに、25年度でのさまざまな

事業の展開もなされております。これは９月の決算のときにしっかりと特別委員会で見てい

ただく内容になっていくかというふうに思いますけれども、今回も予算編成上、観光協会の

補助金3,200万、そして観光対策事業の補助として1,700万、さらに産業団体連絡会の補助金

が150万、また細野高原のイベント事業の補助金等に1,100万というふうなこと。それから熱

川温泉石曳き道灌祭り、昨年度は100万だったのが200万というふうに今年度はなっておりま

すし、雛のつるし飾りのイベントも50万というようなことで、代表を何点か補助金を申し上

げたわけでございますけれども、しっかりとこの計画にのっとって企画も立て運営もし、費

用対効果というものをきっちりと町に報告をしていただかなければならないのではないかと

いうふうに思います。 

  いずれにしましても、この観光費に限らず、町全体の補助金の使い方、そしてまた助成を

されたものに対して残ったものをどういうふうに使っているのかなと、これはやはりまた会

計年度の云々というようなことで、何でもかんでも使ってしまわなければならないみたいな

こともまま流れ、そういう気風が流れてくることもあるのではないかなということも心配さ

れる点でございます。しっかりと計画を立てて、そして効果を上げる。本来ならば少ない予

算で最大の効果を上げていくということでなければならないわけでございますので、そうい

う意味で予算編成上、今回町長から伺いましたけれども、さらなる御答弁をいただいていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 居山議員、私も監査委員、また議会の方の意見書、これは毎回毎年見

ております。そういう中で改善できるものは改善していきたい、そういう中で町政を運営し

ているのは事実でございます。それは理解していただきたいと思います。 

  そういう中で、今居山議員が言ったように、この補助金の関係で剰余金が出たらもう返す

のが当然ではないか。これはもう当然、それは当然のことだと考えております。その辺がま

ずは言われているような現状でございまして、今年度も監査委員のほうからそういうことも

例月の中で指摘されておりますもので、それの辺をまずさらに徹底した中でやっていきたい

と。 
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  やっぱり居山議員の言ったように、最小限の費用で最大の効果、これが一番のことでござ

いますから、その辺は今後の町政運営におきましても、そういう方向でやっていきたいと考

えております。 

  そういう中で、やっぱり観光に対する補助金とその費用対効果、これは何回も言っている

ように、なかなか費用対効果が出るということは、観光に対しましては費用対効果が出てく

るということはなかなか時間がかかるということは再三再四言っている中で、やっぱり決算

のときに成果表の中に、ある程度の効果が出てきておりますもので、そんな中で決算のとき

にまた検証していただければ大変ありがたいと思います。町といたしましても、補助金は剰

余金が出たら、それは返してもらうということと、最少の費用の中で最大の効果、こういう

方向で町政を運営していきたい、そう考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○１２番（居山信子君） ありがとうございました。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、12番、居山さんの大綱質疑を終結いたします。 

  以上をもって平成27年度一般会計予算の大綱質疑を終結いたします。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第23号 平成27年度東伊豆町一般会計

予算については、５人の委員で構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、議案第23号については５人の委員で構

成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしま

した。 

  お諮りします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定により、お手元に配りました名簿のとおり指名したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、一般会計予算審査特別委員会の委

員はお手元に配りました名簿のとおり選任することに決定いたしました。 

  ただいま一般会計予算審査特別委員会に付託いたしました議案第23号については、会議規

則第46条第１項の規定により、来る３月25日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけ

たいと思います。これに御異議ありませんか。 
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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、一般会計予算審査特別委員会において

来る３月25日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定いたしました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第２４号 平成２７年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第３ 議案第２５号 平成２７年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２６号 平成２７年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２７号 平成２７年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２８号 平成２７年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２９号 平成２７年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 議案第24号 平成27年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算、日程第３ 議案第25号 平成27年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、日程第４  

 議案第26号 平成27年度東伊豆町介護保険特別会計予算、日程第５ 議案第27号 平成27年

度東伊豆町稲取財産区特別会計予算、日程第６ 議案第28号 平成27年度東伊豆町風力発電

事業特別会計予算、日程第７ 議案第29号 平成27年度東伊豆町水道事業会計予算を一括議

題といたします。 

  これより大綱質疑に入ります。 

  14番、山田さんの大綱質疑を許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 私は特別会計、特に水道事業会計について大綱的に質疑を行いたい

と思います。とりわけ、この水道事業会計は条例改正において水道料金の値上げを行うと、

この初めての予算ということにもなります。その点で質問をさせていただきたいと思います。 

  まず１点目は、水道料金等審議会からも要望されております一般会計からの繰り入れにつ

いて、どのように対応をしていますか、伺うところです。 

  ２つ目に、今後の水道料金の値上げを抑えるための努力ということで２点伺っておきたい

と思います。今予算に計上されております建設改良費は本当に必要な経費であるかどうか。

２つ目に稲取地区水源調査についての実施については確実な方法かどうか。これらの点につ
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いてお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長より答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の特別会計の大綱質疑、水道事業会計については２点から質

問ですが、順次お答えいたします。 

  １点目の水道料金等審議会からも要望されている一般会計からの繰り入れについてですが、

地方公営企業法は、企業性の発揮と公共の福祉の増進を経営の基本原則としたものであり、

その経営に要する経費は、経営に伴う料金収入などをもって充てる独立採算性が原則とされ

ております。また、地方公営企業法におきましては、災害の復旧やその他特別の理由により

必要がある場合には一般会計、または他の特別会計から公営企業の特別会計に補助すること

ができると規定されておりますが、料金等審議会に諮問した改定率と答申の改定率との差額

を補塡することは、独立採算性の原則により、特別の理由に当たらないものと思われますの

で、一般会計からの繰り入れについては考えておりません。 

  ２点目の今後の水道料金の値上げを抑えるための努力について、まず建設改良費は本当に

必要な経費かについてですが、27年度の建設改良費につきましては、１億2,586万5,000円で、

前年度に比べ1,669万6,000円の減となっており、必要最小限の事業を計画しております。主

な事業といたしましては、白田浄水場の延命化や熊口第二水源の改修、老朽化した配水管の

布設がえ、送水ポンプの取りかえなどの改修を行うものであり、水道水を安全で安定供給す

るための必要な経費であります。 

  次に、稲取地区水源調査は確実な方法かについてですが、27年度は稲取地区３号井付近に

おいて試掘調査を行う予定でありますが、この周辺にはアニマルキングダムや稲取ゴルフ場

の井戸もあり、地下200メートルから300メートルの水を採取し、飲料水として使用しており

ます。地下構造との関連性や断層に接近している形状などから、また現地踏査等の内容を踏

まえまして、水源確保の可能性は高いと思われますので、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） 町長、一般会計からの繰り入れは簡単でないということについては

そのとおりだとは思います。 

  しかし、私も今回水道料金等の審議会に参画をしておりましたけれども、今、新しい水道

ビジョンに基づいて水道施設を改革して、新しいものを準備していく、こういう作業過程の
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中で出てきた値上げということではあります。水道料金審議会でも５回の会議でありました

が、４回の会議は３時間、休憩なしで審議、議論すると。議員生活上も、審議会でこんな審

議をしたことは、私は経験はなかったです。非常に熱心に議論はしました。旅館においては

設備投資に影響が出ますよというような御意見もあれば、年金生活で年金が削られる中でさ

らに大変になると、消費税も上がり家計は大変厳しいですよと、こういう議論は審議会の中

でもたくさん出ました。 

  しかし、老朽化の問題を置いて、また地震がいつ来るかわからない中で、その対応をしな

いまま後世に後回しはできないんだと、こういう皆さんの御意見の中で、値上げについても

大変大きい額になるんだけれども、これは町民の皆さんに御理解いただくしかないなと、こ

ういうやっぱり判断だった。30％についても何とか５％は町にお願いをして、その率も下げ

ていただきたいと。だから私は25％の、町長、この間は条例改正を出しましたけれども、同

時にそういう皆さんの思いというものについても、要望としても出されていることについて

は重く受けとめていただきたいと思います。 

  町長は、水道料金についてはホームページやなんかで、水道課の職員が説明はしましたけ

れども、私は自分でもチラシも出して、また町民の皆さんからの御意見もいただきました。

一部紹介させていただきますけれども、使用人口の減少、施設の老朽化、長期的に見て財政

が苦しくなるのは明確だと。先を見た計画が必要である。水道本管の耐震度や破損強度の状

況を見れば、安全度をチェックして、今安全を充実させなければ多少の値上げはやむを得な

いかもしれない。私たちは節水に協力して、月に７立米、８立米しか使用しないが、まれに

20立米を超すと、オーバー料金を支払う。しかし、水道代を毎回１万円以上払う人も基本料

金が同じで、不公平だと感じている。奈良本地区では井戸の掘削をと聞いたが、水源は大丈

夫なのか。さらなる個人負担にならないのか。繁栄の後に来る衰退の問題を含めて老朽化は

やむを得ない。しかし、知恵を絞って最小限の値上げにとどめるよう努力してほしい。少額

は仕方ないけれども、一気に値上げされるのは困ります。こういうやっぱり意見はたくさん

あるんですよ。 

  やっぱり値上げを決めたという責任において、町長にも、また私たち議員にも、いかにこ

の先の値上げを抑えていくかという、やっぱり私はそこに責任があるんだと思うんです。町

長は先週の一般質問の中で、この状況でいってどうですかというような質問に対して、３年

ぐらいはもつけれども、その先また値上げなんていうのはねと答弁をしていましたけれども、

これは事務的な問題としてはわかるけれども、やっぱり政治家として、今町民の皆さんにこ
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ういうお願いをしている段階で、その値上げをできるだけ避けるというのが、やっぱり町長

としても私はその責任の重さだと思うんですよ。町民の暮らしや営業というのは町長の肩に

も重くのしかかっているわけですから、本当にこれ以上安易な形で値上げなんていうことは

お願いできないわけで、そのことをやっぱり町長には痛感をしていただきたいなと、この間

の答弁を聞いていて思いました。 

  確かに町長、公営企業法上、繰出金の問題についてはいろいろな通達もあり、いろいろな

ところがある。しかしそこでも、特にこの第二中継の崩落事故に招いての工事費に使った１

億円の部分については、何らかのやっぱり災害上の問題を含めて、特別な事情としてしんし

ゃくをされるような働きかけも含めてこの１億円という、内部留保資金から１億円使ったこ

とで、今後やっぱりその資金に不足を生じる、今後の値上げの要因には確実になっていくわ

けですから、やっぱりこれはもっと検討をして調べて、これに対する対応というものは考え

られるべきだと。 

  ただ、公営企業法上指摘されているものは基本的に、いやこれは地方交付税措置がとられ

るという問題においては、今言われているような公営企業法、やっぱり国の指摘された問題

に適合するものについてはということですけれども、やっぱり地方交付税の補塡措置がなく

ても、町としてやるということについての可能性もゼロではない部分としてはあるわけです

から、これは判断の問題だと。しかし、こういう重さがあり、なおかつこの事業に対して、

水道料金でせっかくためてきた１億円がこういうことに使わざるを得なかった事情を考えた

ときには、今後のやっぱり負担を抑える上では、この問題はやっぱりちゃんと対応して考え

ていかなければいけないものだなということはあるかと思います。 

  ２つ目の問題ですけれども、今町長言われたように、いろいろな建設改良がこれから進ん

でいく中で、やっぱり私２つ思ったんですが、１つは、町長、この公営企業というのはどう

しても町長の権限が強いんですよ。議会がチェックできない部分がある。昨年度のその水源

についても当然予算は議決したんだけれども、プロポーザル等々で入札をして、結果の段階

で我々はわかったと。結果として、その内容がプロポーザルで行われたということもその後

初めてわかったという、実は経過があります。そういう点で見ると、できれば本当にこれか

ら町一丸となって町民の生活のために水道料金をできるだけ値上げしないで効率的に、しか

し安定した水の供給という目的を達するためには、私は力を合わせてやっていかなければな

らないのではないかなと。 

  そういう面では町長は、やっぱり前回は議会での特別委員会等々についてはどうもお嫌の
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ようですけれども、やっぱりそういう問題も含めて一緒にちゃんとこれをやっていくという

ことをお考えいただく必要もあると思いますし、特に、昨年度の契約の問題でいえば、プロ

ポーザルの契約が悪いということではないと思うんですけれども、やっぱり専門家を入れて

いく。今までと違って、水源探査についてもいろんな方法があると。そのどういう方法が水

源探査の方法としていいのか、井戸を掘るだけではないわけですよね。そういうやっぱり内

容をしっかりと検討する上でも専門家を活用することや、前回の事業の反省点で言えば、瑕

疵担保条項を設けるというふうなことについてもしっかり検討をして、それに対する対応を

立てていくということが必要だったのではないかと。これは今後の問題としても教訓として

やられるべきで、今年度からもこういう対応をしっかりして、ちゃんとこの事業を進めてい

くということが私は重要ではないかと思いますが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に私も今回の水道の審議会、本当に真剣に審議してくれたことは

担当課から聞いております。本当に今山田議員が言ったように、３時間も休みもなくやった。

これも会長からも聞いておりますし、こんな真剣にやったことはないということもはっきり

とそれは聞いている。本当に委員の皆さん方には心より敬意を表したいと思います。 

  その中では、町は安易に水道料を値上げする、こんなこと考えておりません。最小限やっ

てやって、どうしようもない中で町民にこれをお願いしている、これだけは理解していただ

きたいと思います。 

  やっぱりこういう経済状況の中で水道料金値上げと、本当に心苦しいです。その中でやむ

を得ず水の安定供給をやるためには、今回町民の皆さん大変でございますけれども、負担を

お願いしたということは理解していただきたいと思います。最終的には、町民に対して安

全・安心な水の供給という中で、今回25％をお願いしました。そういう中で、安易な値上げ

ということを町は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。 

  １点、私、昨日答弁のところがまずかったのは、プロポーザルは最初だけでございます。

あとの２点に関しては指名入札をやっておりますもので、その辺は御理解を願いたいと思い

ます。 

  あと今言われたように、その瑕疵の問題、これは当然今後やっぱり２回、まあ試掘をやっ

たのは１回でございますけれども、それでなかったら、とにかくそういう瑕疵担保もある程

度やらなければならないなと。これは考えて、それは今後の中には生かしていきたい、それ

を考えております。 
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  さらに、第二中継所のことに関しましても、特別な理由に当たらないのではないのかと、

これはちょっと検証させていただきたいと思います。また、その他特別の中にももしかした

ら入ってくる可能性もあるし、それはちょっと検証させてください。 

  さらに、一般の、何かやっぱり出してやりたいのは、やっぱり出してもそれをまた返さな

ければならないということもまた出てきますもので、一般会計でやった場合は。そういうこ

とがありますもので、やっぱり私もいろいろ検討させてもらった中で、消火栓はいいとか、

いろんな問題があります。それをクリアしていなければなりません。そうなると、本当に一

般会計から出したい、やりたいんだけれども、やっぱり財源措置が交付税等を算入してこな

くなって、全くこちらにはね返ってきますもので、できるだけまた検討した中で、またいい

方法でやっていきたいと考えておりますもので、何しろ今回のやつも瑕疵担保はちょっとや

っぱりつけるべきかなと、それは考えています。何しろ町民に対しましては、本当に今回負

担させたことはまことに申しわけありませんけれども、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） 以上で、14番、山田さんの大綱質疑を終結いたします。 

  以上をもって平成27年度特別会計予算の大綱質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。議案第24号 平成27年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算から議案

第29号 平成27年度東伊豆町水道事業会計予算までは、６人の委員で構成する特別会計予算

審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、議案第24号から議案第29号までは、６

人の委員で構成する特別会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに

決定いたしました。 

  お諮りいたします。ただいま設置されました特別会計予算審査特別委員会の委員の選任に

ついては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、特別会計予算審査特別委員会の委

員はお手元に配りました名簿のとおり選任することに決定いたしました。 
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  ただいま特別会計予算審査特別委員会に付託いたしました議案第24号から議案第29号まで

については、会議規則第46条第１項の規定により、来る３月25日までに審査を終え、報告で

きるよう期限をつけたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、特別会計予算審査特別委員会において

来る３月25日までに審査を終え、報告できるように期限をつけることに決定しました。 

  なお、委員会室として、一般会計予算審査特別委員会には大会議室を、特別会計予算審査

特別委員会には第１委員会室をそれぞれ当ててあります。 

  お諮りいたします。特別委員会審査のため、３月17日から３月24日までの８日間を休会し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、３月17日から３月24日までの８日

間を休会とすることに決定いたしました。予算審査特別委員会を開き、付託案件の審査をお

願いいたします。 

  来る３月25日は、午前９時30分から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論並び

に採決を行います。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 本日はこれにて散会をいたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

散会 午後 １時４３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11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成27年東伊豆町議会第１回定例会第15日目は成立いたしましたので、開会いた

します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第２３号 平成２７年度東伊豆町一般会計予算 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案第23号 平成27年度東伊豆町一般会計予算を議題とい

たします。 

  一般会計予算審査特別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） おはようございます。 

  私は、一般会計予算審査特別委員会の委員長ですので、お手元にある報告書を朗読をもっ

て報告とさせていただきます。 

  平成27年３月25日。 

  東伊豆町議会議長 鈴木勉様。 

  一般会計予算審査特別委員会委員長 山田直志。 
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  一般会計予算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定に

より報告します。 

  記。 

  事件の番号・件名。 

  議案第23号 平成27年度東伊豆町一般会計予算。 

  審査の結果、原案可決。 

  恐れ入ります。第１の会議回数等につきましては割愛をさせていただきます。 

  ４ページをお開きください。 

  第２、審査の要旨。 

  平成27年度東伊豆町一般会計予算。 

  １、歳入。 

  （１）１款町税。 

  ①個人町民税について。 

  500万円増額した要因は、総所得が4,000万円増加しており、今年度補正予算を踏まえた予

算計上である。 

  ②固定資産税について。 

  4,400万円減額した主な要因は、土地の下落による2,500万円の減額と、家屋の評価がえに

よる３年減価分1,900万円の減額である。 

  （２）10款地方交付税。 

  ①地方交付税を減額した理由について。 

  増額する要因は、町税減収分の75％、国の新たな施策などがある。減額する要因は、過去

の減税補てん債が交付税算定から外されることによる2,800万円の減、また地方消費税交付

金が約4,000万円交付されることにより、交付税が減額すると見込んだものである。 

  （３）13款使用料及び手数料。 

  ①幼稚園使用料について。 

  使用料の減は、子ども子育て支援制度により、幼稚園保育料にも多子軽減措置が適用され

るためである。 

  ②施設使用料について。 

  各施設で電気代や維持費が増加している点については、今後各担当課で受益者負担を考慮
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して、使用料や手数料の見直しを進めるとのことである。 

  （４）14款国庫支出金・15款県支出金。 

  ①循環型社会形成推進交付金について。 

  合併処理浄化槽の取りかえに対する補助金である。減額した理由は、実績による申請数の

減少と補助金の年度間調整で、26年度の交付額と実績額の差額を27年度分に繰り越すため、

その分が減となったためである。 

  ②農山漁村活性化プロジェクト支援交付金について。 

  滞在型市民農園整備事業（ラウベ）に対する国の補助金で、補助率は２分の１である。 

  ③社会資本整備総合交付金の市街地整備事業について。 

  奈良本地区避難地整備事業の事業費１億5,000万円に対する国の補助金で、補助率は２分

の１である。 

  ④学校施設環境改善交付金について。 

  屋内運動場の天井等落下防止対策を２小学校、２中学校で実施する事業に対する国の補助

金で、補助率は３分の１である。 

  ⑤子ども子育て支援制度に関連する事業の予算計上について。 

  保育所については、今までどおりの委託で人数の増加によるものである。保育ママ事業費

は、地域型給付費として、利用者負担額を引いた額の国が２分の１、県と町が４分の１とし

て計上されている。保育士等処遇改善臨時特例事業補助金は、国が４分の３、県と町がそれ

ぞれ８分の１の負担割合。地域子育て支援拠点事業補助金は、県が２分の１、町が２分の１

であったものが、国が３分の１、県が３分の１、町が３分の１の負担割合に変更になったも

のである。 

  この関連で県の保育対策等促進事業補助金と子育て支援事業費補助金が減額となっている。 

  （５）18款繰入金。 

  ①緊急地震・津波対策基金繰入金１億3,591万円について。 

  平成25年度に県から一括で交付され基金に積み立てをしたが、平成27年度が最終年度とな

り、県への返還分も含めた全額を基金から一般会計に繰り入れるものである。 

  （６）その他質疑となった事項については、そこに記載のとおりでございます。 

  ２、歳出について。 

  （１）２款総務費。 

  ①ふるさと納税寄付謝礼について。 
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  ふるさと納税１万円の寄付に対して3,000円の謝礼を100件分計上した。 

  ②ＣＡＴＶ広報委託料について。 

  委託料20万円の減は、熱川地区でハイキャットの番組が試聴できないことなどによるもの

である。 

  また、情報伝達に不公平がないよう対応されたいとの質疑に、町からのお知らせは13日よ

りＩＫＣで一部情報が流れるようになった。今後の対応は協議・検討中であるとの答弁があ

った。 

  ③防犯灯整備事業補助金について。 

  この事業は新規事業で、私設街路灯を防犯灯基準のものに転換する団体に対して、事業費

の２分の１を補助するものである。 

  防災対策の一環として非常灯などを設置できないかとの質疑に、防災担当と協議しながら

必要性があれば検討したいとの答弁があった。 

  ④エコリゾートタウン推進事業について。 

  エコタウンガイド育成事業委託料とエコリゾートタウン推進協議会負担金の違いはとの質

疑に、エコタウンガイド育成事業は、風力発電、温泉熱発電、小水力発電のガイド１名の育

成費用である。エコリゾートタウン負担金は、６名の委員報酬・研修費と、温泉熱発電・小

水力発電の維持経費である。委員の構成は農業者、漁業者、商店経営者等の若者で構成され

ているとの答弁があった。 

  ⑤電算費について。 

  電算費全般で1,785万円増額した理由は、共通番号制度の導入に伴うシステム改修費を計

上したためである。 

  （２）３款民生費。 

  ①町社会福祉協議会補助金について。 

  社協は町に対して施設使用料を年間400万円払っている。実際に運営できるのかとの質疑

に、事業仕分けの指摘事項を受けて補助金の支給基準を見直し、運営、ボランティア、相談

援助など収入の得ることができない事業に対して町は２分の１の補助をしている。介護事業

は２年連続赤字が続き、留保資金を取り崩し事業運営しており、今後対応を検討したいとの

答弁があった。 

  また、余力のあるうちに運営立て直しの指導をすべきではないかとの意見に対し、介護事

業の内容などを確認していないが、検討していくとの答弁があった。 
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  ②重度心身障害者タクシー使用料金助成事業について。 

  10月現在の対象者は311人。年間１人当たりタクシー券を24枚、またはガソリン10リット

ル券を12枚支給している。 

  金額の固定化や障害者自立支援事業等との調整を図るべきではとの質疑に、検討していき

たいとの答弁があった。 

  ③敬老祝い金と敬老会について。 

  長寿者敬老祝金636万円の減額は、75歳以上全員へ祝い金を支給することになっている現

在の要綱を見直し、77歳喜寿、88歳米寿、100歳の区切りの年齢に支給するよう改めたため

である。委員会からは、突然の見直しは高齢者から大きな失望を招く。対象者に対して制度

見直しの説明が求められるとの意見があった。 

  また、対象者は増加しているが参加者が減少している最近の敬老会について、開催方法を

見直すべきではないかとの意見に、全体で行っているのは、近隣では当町と下田市のみで、

河津町、南伊豆町などは町内会に委託して開催している。地域のコミュニティーの充実など

と合わせて検討されたいとの意見があった。 

  ④子ども子育て支援制度について。 

  児童福祉総務費において、子ども子育て支援制度による見直し等を反映した予算を計上し

ている。保育園事業では、稲取保育園の入所者が90人から103人に増員されることによるも

のである。 

  新制度による対象施設の増加はあったのかとの質疑に、対象事業所に訪問し説明をしてき

たが、申請には至っていないとの答弁があった。 

  （３）４款衛生費。 

  ①東河環境センターについて。 

  27年度の負担金は、ごみ処理施設建設分が１億3,700万円と運営費分が２億2,400万円で総

額３億6,100万円である。 

  建設費の起債の償還はいつまでか。新たな施設更新による負担に財政は対応できるのかと

の質疑に、償還は平成29年度までである。負担割合は河津町と協議中であるが、事業費は前

回の約30億円から約25億円に減ると見込んでいるので、負担も同様に減ることになるとの答

弁があった。 

  ②最終処分場について。 

  最終処分場管理費が2,100万円減額した理由は、回転円板装置の改修工事が終わったこと
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によるものである。 

  施設の維持管理は十分な体制か、また薬品の危険性はどうかとの質疑に、職員に専門的な

知識はなく故障の予見は難しい。特に資格は必要ないが、危険な薬品もあるので適切な取り

扱いをしている。今後包括的に維持管理を委託することを検討しているとの答弁があった。 

  （４）５款農林水産業費。 

  ①農業委員会について。 

  農業者が減少する中、農業委員会委員の定数見直しはとの質疑に、法令等が改正されれば

見直しは行うが、審議案件のほか農地利用状況調査等の業務が増えており、定数は現状でよ

いと考えているとの答弁があった。 

  ②鳥獣等対策事業について。 

  事業費を30万円減額した理由はとの質疑に、東河有害鳥獣対策協議会を閉めたことによる

ものだが、数年前より伊豆地域有害鳥獣被害対策協議会が立ち上がり、林野庁・県が入る中

で伊豆半島全体をより広域的に協議が行われるようになったためであるとの答弁があった。 

  ③けやき公園について。 

  利用状況はどうかとの質疑に、足湯利用者2,186名、稼働284日（１日平均約7.7人）、焼

物窯は５日間25人、調理室は44日230人の利用があったとの答弁があった。今後もこの程度

の費用が必要かとの質疑に、新しい指定管理者はここを拠点に活動していくので、若さや活

動内容によって変貌していくことを期待しているとの答弁があった。 

  ④市民農園整備事業について。 

  ラウベの建設戸数と費用はどれくらいかとの質疑に、今年度は６戸、来年度が４戸で国に

申請中で、近隣を参考に概算で１戸1,100万円で計上しているとの答弁があった。 

  排水処理はどうなっているのかとの質疑に、町から流末処理する場所がないことなどを設

計時に考慮するようにお願いしてあるので、県営事業の中に反映され、浸透式で計画されて

くるとの答弁があった。最終的な処理はどこかとの質疑に、造成地内に15カ所の浸透式集水

桝を設けて分散させ、最後の調整池は旧小林邸が適当と思われるとの答弁があった。 

  ⑤公園緑地維持管理事業について。 

  委託料1,200万円は、ふれあいの森と花の咲く丘公園に加えて、観光商工課所管の11カ所

の公園を一括して管理するための費用である。児童遊園の管理費は入っていないのかとの質

疑に、今後検討していきたいとの答弁があった。 

  （５）６款商工費。 
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  ①商工会補助金について。 

  商工会の事業内容が毎年変わっていないのではないかとの質疑に、国県の補助事業等を調

査研究し、新たな事業展開が図れるよう指導していきたいとの答弁があった。委員会からは

そのように強く指導されたいとの意見があった。 

  ②地域観光振興対策事業について。 

  町観光協会補助金の減は、京都七夕観光宣伝事業160万円、観光プロモーション事業300万

円、インバウンド対策事業250万円をそれぞれ減額したためである。観光対策事業補助金で

は、稲取どんつく祭りが50周年を迎え、その記念事業として、舞台演出や花火のグレードア

ップ、山車や神輿の装飾に270万円の増額を行ったとの答弁があった。 

  どんつくの新たな御神体の制作は、観光地のイメージを壊してしまうのではないか。再検

討させるべきではとの質疑に、御神体制作は１年前から組織された実行委員会が企画したも

ので、町の補助金は、鳥羽一郎や永井裕子の出演料、舞台演出、花火等の経費に充てるもの

である。事業内容に異議を唱えることは適切ではないとの答弁があった。 

  まちづくりの視点に立てば住民との協力体制が必要で、事業所等にお願いして笑福面踊り

を復活させるべきではとの質疑に、検討はしたが事業所でも従業員が減少しており大変厳し

いとの判断であった。今後は、観光関係者だけでなく、観光客、地域住民も祭りに参加でき

るような仕掛けが必要と考えているとの答弁があった。 

  ③鉄道施設老朽化対策事業補助金について。 

  伊豆急行が国の補助を受け、河津下田間の谷津トンネルを平成30年までに実施する補強工

事に対して、沿線の２市２町と伊豆急で第三セクターを設立し、静岡県を加えた負担割合に

基づき補助するものである。 

  （６）７款土木費。 

  ①道路維持管理事業について。 

  修繕費100万円の増額は、道路の維持管理を専門にする臨時職員を27年度採用しないかわ

りに、軽微な作業として５万円掛ける20回を増額したものである。 

  町道全般維持補修工事905万円で区からの要望に対応できるのかとの質疑に、祭典前の補

修でそのうちの５割を費やしている。各区からは平均７件ぐらいの要望があるが、そのうち

１件しか対応できていないとの答弁があった。 

  ②用地取得費等について。 

  用地取得費930万円と立木等報償費1,751万円は、町道入谷天城１号線の拡幅工事に係るも
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のである。 

  （７）８款消防費。 

  ①常備消防の消防学校負担金について。 

  消防学校への入校者数はとの質疑に、県消防学校へ６名、救急救命東京研修所へ救急救命

士資格取得のために１名との答弁があった。また、広域化後の組織体制に問題はないかとの

質疑に、３交代勤務制においても消防隊員及び救急救命士の人員配置に問題はないとの答弁

があった。 

  ②非常備消防の訓練報酬について。 

  消防団査閲大会の開催の見直しも必要ではないかとの質疑に、賀茂支部査閲大会及び県操

法大会と全国操法大会の実施年度を統一することが検討されているとの答弁があった。 

  ③奈良本地区避難地整備事業について。 

  事業の内容はとの質疑に、旧ロイヤルホテルを解体撤去して現場処理で埋め戻し、避難地

を整備する事業であるとの答弁があった。 

  避難地に建設する建物はとの質疑に、軟弱地盤や排水用地に問題があり再検討していると

の答弁があった。 

  設計業者はどこかとの質疑に、解体撤去は鳥澤一級建築設計事務所、公園整備は西森事務

所であるとの答弁があった。 

  指名参加の手続はしてあるのかとの質疑に、昨年度鳥澤一級建築設計事務所が落札して、

熱川温泉活性化事業にかかわってきた西森事務所が下請となったが、今年度は指名参加の登

録はされているとの答弁があった。 

  ④緊急地震・津波対策交付金の返還について。 

  返還金１億2,683万円が発生したことなどの質疑に、平成25年度、県から地震・津波対策

交付金として一括交付を受けて基金に積み立て、北川と片瀬防災センター整備事業に充当す

る予定であったが、国庫補助事業が補助対象外となったことにより活用できなくなった。27

年度が交付金活用の最終年度となっており県へ返還する内容であるとの答弁があった。 

  救命艇の購入など他に活用はできなかったのかとの質疑に、救命艇は時期早尚と判断した。

県は津波避難タワーの整備など県が想定している津波対策の範囲以内での活用を考えており、

そのため交付金が柔軟に活用できなかったとの答弁があった。 

  （８）９款教育費。 

  ①教育委員会の施設管理について。 
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  数多くの施設を管理しており節電や一元管理についての考えはとの質疑に、各種補助事業

等有利なものを選んで対応を検討している。今年度の屋内運動場天井落下防止工事でも照明

工事をあわせて施工し、照明の全てをＬＥＤ化するとの答弁があった。 

  ②幼稚園に対する給食提供について。 

  幼稚園への給食提供は検討事項ではなかったかとの質疑に、幼稚園教諭の人数等を考慮し

不可能といった話を確認しているとの答弁があった。幼稚園のときは母親の手づくり弁当を

という考えもあるが、子供の弁当の内容はお粗末であるが把握しているかとの質疑に、実態

を把握し検討したいとの答弁があった。 

  ③スーパー食育スクール事業の内容と講師謝礼について。 

  幼少期から高校まで継続性を持った食育の推進を行い、幼・小・中・高と地域が連携した

活動を実施する。また、食と健康、食とスポーツのかかわりを科学的に検証する事業であり、

講師は１回１万円と設定しているが、事業回数が多いことと、講演会で著名な方を招くため

に１人25万円や30万円といった高額の謝礼金も含まれているとの答弁があった。 

  また、子供を中心の事業であるが、日々の食事を提供する家庭への取り組みが弱いのでは

ないかとの質疑に、課題として検討しているとの答弁があった。 

  ④屋内運動場天井等落下防止対策事業について。 

  事業の内容は、主につり天井撤去後、屋根内側の塗装、断熱・音響を得るための吹付工事

で、再設置しないとのことである。 

  事業中に工事費の補正が必要となることはないかとの質疑に、必要経費は26年度に設計書

で見込んであるが、予想外の事態があれば事業費が増になる可能性もあるとの答弁があった。 

  （９）11款公債費。 

  ①起債借入額と償還額について。 

  借入額が償還額を上回っており、今後の返済がますます大変になる。公債費比率などの財

政指標は、町の財政規模で変動するのでしっかり管理してほしいとの意見に、町の財政は厳

しいので将来負担比率などを気をつけて管理していくとの答弁があった。 

  （10）その他質疑の対象となった事項については、20項目、そこに記載のとおりでありま

す。 

  以上、本委員会での主な質疑の対象となった事項と賛成多数で原案を可決すべきものと決

定したことを報告いたします。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（鈴木 勉君） これより委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 私、大綱質疑で観光費について伺っております。町長からの御答弁

は、この観光費の残高が翌年度に、観光費といいますか、観光協会の補助金に対してのこと

で、その残高が監査委員の指摘によりますと、25年度の時点で、やはり会計の単年度のそう

いうものから払い戻されるべきではないかというふうなことでございまして、町長も確認を

されて、25年そうなっていて、なおかつ本年度においても、会計監査の中でそれがそのまま

続いているよというふうに言われたわけです。残ったものは戻されなければならないという

会計年度独立の原則ですよね。この辺から、委員会の皆さんが、この大綱質疑をどのように

受けとめられ、なおかつそれに対しての議論をなさったのかというふうなことをまず１点伺

いたいというふうに思うわけでございます。 

  やはり剰余金というものに対して、どこの補助団体もそうなんですけれども、大小を問わ

ず、残ったものを関係者で分配をしてしまうとか、そしてまた、それを翌年度に会計の中に

入れてしまうというようなことが、東伊豆町の伝統としてずっと行われているのではないか

なと。私は、20年、拙い議員活動ではありましたけれども、今ここへきて、これが一番うち

の町の問題点だなというふうに感ずるものですから、今回、町の観光協会は法人化されると

聞くがというふうに町長もおっしゃっておりましたので、例えば剰余金、何年か分を今後そ

れにどういうふうなことになるのかというようなことの議論等もあったのではないかなとい

うふうに期待をしていたところでございますけれども、その２点。 

  蛇足ではございますけれども、今、車からおりまたら、観光客、女性お二人にばったり会

いまして、会話の中で、何かとってもわからないと。雛のつるし飾りに行くのに、文化公園

まで行ったけれども、駐車場というふうになっているので、あの奥にまさか雛のつるし飾り

があるとは知らなかったというので、ぐるぐる行ったり来たり、行ったり来たり、何人も皆

さんわからなかったわよと。ここの町というのは、観光案内はどうなっているのというふう

に今言われてしまいました。そういうことで、本当に観光に対するお金の使い方が湯水のよ

うになっていなかったか。そして、費用対効果というものが本当に問われずに、そのまま継

続して町が五十数年進んできたのではないかなというふうに私は非常に心配もしております

し、残念にも思っておりますけれども、委員会のほうでのそのやりとりについてお尋ねをし

たいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 
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○１４番（山田直志君） まず、観光予算、また剰余金戻しというようなことについてですけ

れども、私ども審査しましたのは予算ということでございます。使い残しがある、剰余金が

あるというような問題については、適切に審議するというのは、もしかすると、それは決算

の問題ではないかなというふうに私どもは考えておりまして、そういう議論は委員会の中で

はなかったということでございます。 

  同時に、観光の予算につきましても、それぞれ記載しました広域観光やそれぞれの問題に

ついては質問も出ておりますし、記載したように、今回のどんつく祭りの予算の計上が本当

にこれでいいのかと、こういう議論等は、それぞれの中身については十分にしたのではない

かというふうに私は考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 私の大綱質疑の内容は、決算の反省がどう予算に反映されているか

というふうなことを通告に書いたわけです。しかしながら、事務局のほうでそれについて疑

義が出されまして、議会運営委員会で出てきてつくられたものは、私が出した内容と違うも

のになっていて、何か変だなというふうに感じたわけですけれども、それは今回の大綱質疑

に限らず、私はこの大綱質疑というのを23回、今回でやっておりますけれども、前のときも

決算の反省、言うならば、その監査委員の検討課題という項目になるんですけれども、それ

は予算にどう反映されたかというふうに聞いてまいりました。 

  今回だけでなく、そういうふうにしてきたにもかかわらず、いつの間にか私の書いた通告

書の内容が議会運営委員会を経て変わってきて、私には何の報告もなく、何なんだこれは変

なところだなと、何をやっているんだろうというふうに思いながら、もう何を言ってもしよ

うがないところだなというのが私の正直なところで何にも申し上げませんでしたけれども、

内部的にはそれを承知の上で議論をしてきたことかというふうに思うもので、委員長も当然

大綱質疑の通告書をごらんになっていたかと思いますけれども、その辺の詳しい内容が消去

されていたというふうなことで、一応これでいいだろうというふうには局長がおっしゃいま

したけれども、それはちょっと私には納得いかない点がございました。いずれにしても、そ

こを含んでの委員会の質疑であろうかなというふうに思いましたので、今日の御答弁を期待

をしていた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） 私の考えとしましては、報告しましたとおり、予算の計上のあり方

について、今年度と、また現在、補正をした実態から適切かどうかという質問については、
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観光だけでなく、各款項において委員会の中で委員の皆さんからそういう質問がされたと私

は思っております。その中で、例えば使用料のようにやはり変化に応じて見直しが必要なも

のについては、もっとちゃんと見直しをしろと、こういうことについても委員会では、その

内容について触れてあるわけでございます。 

  先ほど言いまたように、居山さんが大綱質疑で意図したところは、そうだということはわ

かりますが、あくまでも私ども予算ということの審議をしたものですから、観光の予算にお

いて適切な計上か、それが本当に効果があるかどうか。ですから、私は個人的ではございま

すけれども、私はどんつく祭りの計上について本当にこれでいいのかと。今のあり方、指導

について、本当にそれでいいのかということについては、私は疑念がありましたので、私は

個人的には反対いたしましたが、そういう内容については、全ての観光において私ども委員

会の皆さんは、決算に基づき実態からこの予算計上のあり方が適切かどうかということにつ

いては、そういう視点で全て審議しておりますし、その内容については報告書に記載したと

おりでございます。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） ここの５ページに報告ありました18款繰入金に関してなんですけれど

も、（５）番のですね。これは緊急地震・津波対策基金繰入金の１億3,591万円について語

っていますけれども、全額の繰入金というのは４億6,293万円を超えるわけですね。これは

財政調整基金からの繰り入れが大きいかと思うんですけれども、この点については議論なか

ったのかどうか。財政調整基金からは昨年の倍額の３億2,400万円という繰り入れがあるわ

けで、この点に関して質疑といいますか、討議なされたか、その辺について伺っておきたい

なというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 繰入金の問題についてですけれども、藤井議員は大綱質疑で繰入金

で質疑をされたということから、そういう質問かなというふうには思います。 

  私どもの委員会での議論としては、入れる額の問題ということよりも、逆に償還金のとこ

ろに書きましたように、予算の繰り入れる金額が多い、小さいという問題以上に、やはり将

来負担比率と、うちの町の財政規模の中でどれだけの起債や、どれだけの繰り入れが適切か、

財政運営が適切かと、こういう議論の中で、そうした問題については協議し、対応してきた

のかなと。その内容につきましては、公債費のところに記載したとおりだというふうに思い
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ます。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） 私は、大綱質疑で質問したのは、繰入金についてではなくて、町債に

ついて質問させていただきました。ですから、繰入金に関しては、今初めて皆さんの議論を

お聞きするわけですけれども、昨年の繰入金に関しましては１億6,800万円だったと。今年

度が３億2,400万円になったということで、かなり大きな、ちょうど倍ぐらいの金額になっ

ているわけで、これに関しては非常にどういう内容だったのかなというふうに、議論がなさ

れたのかなというふうに思いまして質問したわけです。 

  将来負担比率とか、そういったものの中で健全化を保つためにこちらから繰り入れたとい

うことでございますけれども、これは御承知のように町のいわば貯金でございますので、こ

のような大きな金額で取り崩しといいますか、繰り入れをしていきますと、将来的にも少し

財政に影響が出てくるのではないかという思いから聞いております。 

  したがって、最終的な現在の財政調整基金の残高等はどうなっているのかも含めましてお

尋ねしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 財調のことについて私が説明するのはどうかというのは、予算書等

のほうを見ていただくということが適切かなと。あくまでも私ども健全な財政が保たれると

いうことについては、やはり本来の町の標準財政規模、それに対する公債費を定めて、将来

負担比率として起債等々の状況を見ていくと。当然基金の活用という問題が今回複数の事業

にわたり大きな繰り入れがなされたということについては、それぞれ負担割合等の議論の中

ではあったわけですけれども、それらについてそれぞれが国・県の補助金等々を受けて、そ

れなりの一定の必要のある事項だというふうな委員の中では認識だというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第23号 平成27年度東伊豆町一般会計

予算を採決いたします。 
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  本案に対する委員長の報告は可決するものでございます。本案は委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、議案第23号 平成27年度東伊豆町一般

会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第２４号 平成２７年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算 

◎日程第３ 議案第２５号 平成２７年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算 

◎日程第４ 議案第２６号 平成２７年度東伊豆町介護保険特別会計予算 

◎日程第５ 議案第２７号 平成２７年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算 

◎日程第６ 議案第２８号 平成２７年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算 

◎日程第７ 議案第２９号 平成２７年度東伊豆町水道事業会計予算 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 議案第24号 平成27年度東伊豆町国民健康保険特別会計予

算から、日程第７ 議案第29号 平成27年度東伊豆町水道事業会計予算まで、以上６件を一

括議題といたします。 

  特別会計予算審査特別委員長の報告を求めます。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 御報告前に、議員の皆様にお願いがございます。 

  朗読している中で読み違え、それからミス等がございましたら、朗読終了後に議長に休憩

を求めますので、休憩中に御指摘をいただきたいと思います。再開した上で議事録を変更し

ていただくようにしたいと思います。 

  それでは、特別会計予算について朗読をもって報告とさせていただきます。 

  平成27年３月25日。 

  東伊豆町議会議長 鈴木勉様。 

  特別会計予算審査特別委員会委員長 居山信子。 

  特別会計予算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定に
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より報告します。 

  記。 

  事件の番号・件名、審査の結果。 

  議案第24号 平成27年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算、原案可決。議案第25号 平

成27年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算、原案可決。議案第26号 平成27年度東伊豆

町介護保険特別会計予算、原案可決。議案第27号 平成27年度東伊豆町稲取財産区特別会計

予算、原案可決。議案第28号 平成27年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算、原案可決。

議案第29号 平成27年度東伊豆町水道事業会計予算、原案可決。 

  特別会計予算審査特別委員会に付託されました１から６番について、質疑の対象となった

主な事項を重点的に報告いたします。 

  第１、会議回数、月日、場所、出欠席委員につきましては、記載のとおりでございます。 

  恐れ入ります。３ページまでお進みください。 

  第２、質疑の要旨。 

  １、平成27年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算。 

  （１）予算概要について。 

  総額は、23億3,419万4,000円で、平成26年度当初予算に比べて１億7,966万1,000円

（8.3％）の増となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①共同事業交付金が増の要因は。 

  対象医療費の拡大による。平成26年度までは10万円以上80万円未満の医療費が対象であっ

たが、平成27年度から１円以上80万円未満が対象となる。各市町の保険財政の標準化・安定

化を目的としている。 

  ②国民健康保険税の関係で、一般被保険者が1,903万1,000円の減、退職被保険者が911万

1,000円の減と療養給付費等負担金1,291万6,000円の減の要因は。 

  国民健康保険被保険者が平成26年度４月対比で200人以上減少。軽減世帯の拡大により軽

減対象世帯が50％を超えたことが要因。 

  ③軽減世帯は全体の何％か。退職被保険者とは。 

  52％。退職被保険者の対象は、60歳以上65歳未満で厚生年金に20年以上、または、40歳以

降で10年以上加入していた年金受給者だが、平成26年度から制度改正により新規適用なしと

なった。なお、退職被保険者の医療費は国民健康保険税を除いて支払基金から交付される。 
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  ④平成30年度に県単位の保険者となる。それまでに収入の減、滞納が多くなる。予算がな

くなれば一般会計から繰り入れてもらうようになるのか。平成30年度までの運営方針は。 

  収納対策の強化を図る。法定外繰入は1,000万円予算計上。法定外繰入を平成29年度まで

になくすようにしたい。 

  また、県の実地検査で、平成27年度には現在の最高限度額を73万円から81万円に引き上げ

るよう指導されている。当町は、２カ年で最高限度額を引き上げていくことなどを国保運営

協議会に図っていきたい。 

  ⑤特定健診は何人で受診率は何％で計上したのか。また、目標受診率は何％か。 

  1,270人で受診率は33％で計上。目標は60％。受診率を上げる方法として、賀茂医師会と

は別に予防医学協会と特定健診の契約。また、個人病院データも含め受診率向上に取り組む。 

  ⑥医療費が高額だった被保険者について。 

  平成25年度では1,000万以上の高額医療の人は３人である。 

  （３）その他質疑の対象となった事項。 

  ①後期高齢者支援金について。 

  ②高額医療費対象の上位所得者について。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  ２、平成27年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算。 

  （１）予算概要について。 

  総額は、１億4,354万1,000円で、平成26年度当初予算に比べて180万6,000円（1.2％）の

減となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①保険料収入が減の要因は。 

  静岡県後期高齢者広域連合の試算によるものである。 

  ②保険料最高限度額と平均保険料は。 

  最高限度額は57万円。１人当たりの均等割額は３万8,500円、所得割7.57％。平均保険料

は４万3,733円である。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  ３、平成27年度東伊豆町介護保険特別会計予算。 

  （１）予算概要について。 

  総額は、 13億 5,574万 2,000円で、平成 26年度当初予算総額に比べ 8,344万 1,000円
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（6.6％）の増となっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①保険料4,336万5,000円の増の内容は。 

  平成27年度は介護保険料の３年に一度の見直しの年に当たり、基準月額を4,370円から

4,840円に改正することによる増である。 

  ②保険給付費が増となっている要因は。 

  居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費等が増加しているが、これらは

実績や利用者数の推計にて予算計上。小規模多機能居宅介護事業所ができたことも増加要因

である。 

  ③特別徴収は制度改正にて６段階から９段階になるが、推計人数は。 

  4,341人。内訳は、段階別に、①段階719人、②段階380人、③段階390人、④段階689人、

⑤段階628人、⑥段階687人、⑦段階439人、⑧段階228人、⑨段階181人である。 

  ④普通徴収の収納見込みは。 

  90％。２月末現在は71.5％。前年度同月は75.2％であった。 

  ⑤介護認定調査の内容と調査員について。 

  要介護認定に係る費用で、申請者が窓口で申請後、主治医意見書を送って認定調査員が調

査。その結果をシステムに入力後１次判定が出る。主治医が意見書を作成し認定調査会にか

ける。その関係費用で主治医意見書、調査員、介護認定審査会に報酬などを支払っている。 

  認定調査員は町で委託し現在３人。県主催の研修会等で研修を受けている。 

  ⑥地域包括支援センターの増員や窓口充実を望むが。 

  現在職員は３人だが、制度改正にて包括支援センターの仕事量は増加するため保健師等が

必要となってくる。 

  （３）その他質疑の対象となった事項。 

  ①介護認定者の抑制について。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  ４、平成27年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算。 

  （１）予算概要について。 

  総額は、103万4,000円で、平成26年度当初予算総額に比べて７万8,000円（７％）の減と

なっている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 
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  ①天草漁に対する町の考え方は。 

  現在、天草漁を行っているのは１そうだけで伊豆漁協には操業船を増やす努力を促してい

る。 

  また、伊豆漁協総会にてアクアラングを使用した天草漁ができるように規則を改正済みで

ある。 

  ②財産貸付収入で前年度対比７万8,000円の減の内容は。 

  稲取旅館組合土地貸付料は、３年ごとの契約更新時に20万円を減額することになっている。

平成27年度が更新となるため、前年度対比８万3,000円の減である。なお、天草事業配分金

が5,000円の増となる。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  ５、平成27年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算。 

  （１）予算概要について。 

  総額は、7,851万1,000円、平成26年度当初予算総額に比べて200万円（２％）の減となっ

ている。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 

  ①風力発電事業基金残高と将来の撤去費用は、どの程度か。 

  現在の基金残高は3,332万円程度であるが、風車建設後11年経過し取り壊す際には１億円

程度費用がかかる見込みである。元金償還が平成30年度で終了する予定となっているので、

償還が終了すれば、年間2,449万4,000円程度を基金に積み立てることができる。 

  ②売電収入の予算積算について。 

  過去３年間の売電収入の平均値で推計した。 

  ③発電施設保安管理委託料の内容は。 

  主に、月次・年次点検の委託料である。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  ６、平成27年度東伊豆町水道事業会計予算。 

  （１）予算概要について。 

  平成27年度水道事業会計は、業務の予定量において、給水戸数を6,030戸とし、年間総給

水量を271万㎥（前年度対比△40万7,000㎥）見込んだものである。また、料金改定が実施さ

れ、主な事業は稲取地区水源調査を予定している。 

  （２）主な質疑の対象となった事項。 



- 285 - 

 

  ①資本的支出の建設改良費（調査費）5,000万円の内容は。 

  平成25年度に熊口水源付近を300ｍ掘削したが水は出なかった。平成27年度は稲取３号井

近くを試掘調査する予定で候補地は２カ所ある。 

  ②ボーリング調査業者選定は従来の業者か、新たな業者か。 

  平成27年度当初に平成25年度の４事業にて入札を行う予定だが、地元業者も確認し可能な

らば入札に参加してもらう。 

  ③水道事業収益４億7,549万円、前年度との比較は。 

  1,598万1,000円増えている。25％の料金改定による増である。 

  ④建設改良費の原水及び浄水場施設整備費2,140万円だが、今後、浄水場はどれくらいも

つのか。 

  2,140万円は３件の施設整備。うち２件は延命化の整備費。汚泥ポンプ取りかえ、流量調

整弁８個のうち４個故障のための整備である。 

  ⑤浄水場建設改良費は延命化のための修理だと理解するが、耐震は。 

  ５次拡張による設備は耐震してあるが、他は耐震診断を行っていない。水道施設は40カ所

ある。今ある施設の統廃合を行ってから診断を行ったほうがよいと思う。 

  ⑥配水及び給水施設整備費で、水道管等は全町的にどの程度老朽化しているのか。 

  配水管、水道管は38年が耐用年数。道路工事敷設がえのとき等に管の交換を行っている。

耐震管は全体の12％くらいである。 

  ⑦稲取水源調査を行って水脈が発見できなかった場合は。 

  ３号井は出る可能性が高いと業者は主張している。万一の時は、稲取地区をどうするか検

討する。浄水場新設に約49万円ほどかかるが、その後の経営が成り立たないと考えられる。

配水池整備１億5,000万円。失敗しても49億円に比べ大幅に安い。掘削してみないと水脈も

わからない。費用の面から考えると掘削を恐れることなく行っていく。 

  （２）その他質疑の対象となった事項。 

  ①浄水場の職員体制について。 

  以上が質疑の対象となった事項で、全会一致で原案を可決しました。 

  議長、休憩をお願いします。議長、休憩をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２７分 
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再開 午前１０時２９分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 休憩中に恐れ入ります。議員の皆様から、読み違え等があったかど

うかを見ていただきましたら、何カ所かありましたので、議事録の関係もありますので、訂

正をしていただくようにお願いしたいと思います。 

  まず、６ページの下から３行目、認定審査会と読むべきところを別の読み方をしたようで

ございますので、その訂正を１カ所。 

  さらに、10ページでございますが、（２）の②、その下のところですけれども、27年度当

初、平成25年度の４事業というのが不明瞭であったということでございますので、４事業に

て入札を行う予定…… 

（「４業者」の声あり） 

○１２番（居山信子君） ４業者、ごめんなさい、４業者ですね。４業者というふうに訂正を

お願いしたいと思います。 

  さらに、⑤のところですが、浄水場施設のところを別の読み方をしたようでございますの

で、訂正をお願いします。 

  最後の11ページでございますけれども、⑦のところの浄水場新設に正しいのは49億円とい

うことでございますが、間違って読んだようですので、49億円かかるというふうに訂正をし

ていただきたいと思います。 

  ほかにありませんでしょうか。もしなければ、以上をもって朗読をもって報告にかえさせ

ていただきますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） お諮りいたします。議案第24号から議案第29号までの平成27年度特別

会計及び水道事業会計の予算６件について一括質疑といたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、議案第24号から議案第29号までを

一括質疑といたします。 

  それでは、議案第24号から議案第29号までについて、特別会計予算審査特別委員長の報告
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に対する一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

  11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） 私は１点、10ページ、平成27年度東伊豆町水道事業会計予算、こ

の主な質疑の対象となった事項の④の建設改良費の原水及び浄水場施設整備費2,140万円だ

が、今後、浄水場はどれくらいもつのかというふうに聞いているんですよね。それが答えは

2,140万円、この金額をしたのはいいですよ。流量調整弁のあれもいいですよ、これはね。

2,140万円の金額の行方を言っている。これ最後にどれくらいもつんですかと聞いているん

ですよね。答えが出ていないじゃないですか。こういう質疑やったんですか。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 私も今、自分で朗読しながら、質問に答えていなかったなと、内容

がこれではいけないなというふうに思いまして、そこでつけ加えようと思いましたけれども、

そうはいきませんもので。 

  実は幾つかの質疑をドッキングさせてつくった関係で、大事なところを欠落してしまった

というところでございます。担当、水道課の課長の答弁によりますと、非常に難しい質問で

すがと、こういうふうにおっしゃいました。当然どなたが考えてもそうです。 

  本当にもう40年もたつ施設でありますし、ちょっとした地震がくれば、もう崩壊をすると

いうことにもなろうかとも思いますし、いつまでもちますなんていうようなことは言えない

わけでございます。その後、るるいろいろな御説明もございました。もう少し詳しく申し上

げなければいけない内容かというふうに思いますので、議長、すみません、今、議事録を確

認いたしますので、暫時休憩していただいてよろしいでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３４分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  12番、居山さん、どうぞ。 

○１２番（居山信子君） ただいま申し上げたことが１つには答弁だというふうに思いますの

で、そのほか細やかないろいろなことはさまざまな角度からおっしゃっておりましたけれど
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も、以上で御了解をいただければと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 11番、山本さん。 

○１１番（山本鉄太郎君） これ建設改良費の原水及び浄水、2,140万円の説明だけをしても

らって、浄水場はどれくらいもつのかなんて、これは本当に担当者だって言えませんよ。こ

れ書くほうがおかしい。そこのところを取り消せばいいんじゃないですか。そのほうが私は

すんなりいくと思いますよ。だれが聞いても、今の浄水場、どれだけもちますなんて言えま

せんよ、あれ。町長に聞いてみてください。言えません。質問のこれを取り消せばいい。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） それでは、山本議員御指摘のとおりに、どれくらいもつかのその部

分を訂正をしていただきたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん、今の報告書の文章は、その部分を削除いたしますと

いう形でよろしいんですか。 

○１２番（居山信子君） そのとおりです。 

○議長（鈴木 勉君） 次に質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） ２点お伺いしたいと思います。 

  まず、３ページで④のところで、今後の国保の問題について触れておりますが、ここで報

告書によると、法定外繰入を29年度までになくすようにしたいという当局の御答弁があった

ようですけれども、委員会ではこの点については、その後何の質疑応答はなかったんでしょ

うか。これが１点です。 

  ２点目ですけれども、水道会計について私も大綱質疑をいたしました。具体的に今後の水

源井の確保等について瑕疵担保責任や町外専門家を含めた活用など、具体的に私は今後、水

が出ないというようなことについて再びそういう事態が起こらないためにも、具体的な問題

を私は大綱質疑で提案をしたんですけれども、それらについては一言も触れられておりませ

ん。ということは、委員会では私が提案したような問題は、水道事業においては必要ではな

いという判断をされたんでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） ２点のお尋ねがありまして、10ページの点でございますけれども、

この法定外はなかったかというふうなことなんですけれども、そのとおりでございます。 

  さらに、２点目の水道事業の瑕疵担保責任についての御質疑でございますけれども、これ
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につきましては、委員会の中では一言も出ませんでした。私は再三、議員の皆さんに大綱質

疑で漏れはないでしょうかねと、その辺をよく見ていただいて、大綱質疑だけでなく、一般

質問でもお二人、さらに条例改正におきましても反対討論、さまざまある中で、それが当然

質疑にあがってくるかというふうに思いましたもので、皆さんに確認をいたしましたけれど

も、その質疑が十分ではなかったというふうなことで大変申しわけなかったと思いますが、

ただ、改めて一般質問等、再放送をテレビなので見てみますと、ここで聞いていますと、私

たち後ろの席なので、何を言っているかわからないことが結構多いんですね、議員が。耳を

こうやって聞いていても、ちょっと私語があったり何かすると、とても聞きづらくて、疲れ

てしまいます。テレビのほうがよくわかるんですけれども、本当にしっかりと一般質問のや

りとりもされて、瑕疵担保云々、瑕疵何でしたかしら…… 

（何事か言う声あり） 

○１２番（居山信子君） そうそう、それです、それです。瑕疵ですね。その辺についても幾

つか議論がなされておりましたけれども、町長は答弁の中では、それは検討するということ

とかをおっしゃっております。担当につきましても、一般質問等でもそれについては当然今

後考えていくよと。あるいは契約条項等を見直していくというふうなことの御答弁も、町長

がもうおっしゃっておりましたので、私たちはそれについては改めてそこで議論する必要は

ないというふうに思ったんだというふうに思いますので、全て当局の答弁を今後見守ってい

ただくというふうにしていくことになろうかというふうに思いますので、私としては、もう

十分この委員会の審査は、もうわずかな時間ですので、皆さんのさまざまなやりとりの中で

それは議論をされていたというふうに認識をしておりますので、よろしく御理解のほどお願

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） 非常にまず国保の問題ですけれども、一般会計からの法定外繰入を

やめるということは、イコール、大幅な国民健康保険の値上げを委員の皆さんは容認される

ということになろうかと思いますよね。 

  一括して県が保険者になるという問題についても、これら法定外繰入の問題で、保険料を

各市町が取り組んでいる中で、こういう問題がどうなっていくのかというのは大変心配な状

況なのにもかかわらず、どんどん減らしていいですよということに委員の皆さん賛成なさる

と。ほぼ賛成だったということですから、それは大変私は残念だなとは思います。 

  ２つ目に水道の問題ですけれども、予算の審査でございます。前回のときには、そういう
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瑕疵担保だとかいろいろなことについて予算でも質疑もしてこなくて、結局、当局のほうで

水源井探査しました。出なかった。だからこそ、今回、予算で水道の井戸を掘るという、こ

の時点において、その反省を踏まえて私は瑕疵担保の問題だとか専門家の導入であったりと

か具体的な提案もしました。それはあくまでも大綱質疑では、私の一人の意見でした。委員

会において皆さんがそういう議論もされて、そういうことについて意見を付されたりいろい

ろすれば、それは委員会の意見となり、議会の意見として当局にもより強い拘束力もあった

かと思います。しかし、そういうことを何もされずにいたのでは、今後、水源井の確保につ

いて失敗があっても、何の反省を議会はして、チェックもしてこなったと、そういうそしり

は免れないと思いますが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） いろいろあろうかと思いますけれども、全て水道審議会のメンバー

で議論もされ、そしてまた、御自身もいろいろなチラシで町民の皆さんにもお知らせもした

り、問題点も指摘され、それとまた、条例改正についての御発言もそうでありますし、今お

っしゃった内容、責任はだれがとるのということしか私は頭の中にないわけですけれども、

現状、私ども委員会におきましては、持てる力で皆さんで質疑をいたしました内容でござい

ますので、今後どういうふうなことになっていきますかは、これはだれも責任はとれないの

ではないかなというふうに思います。 

  答弁になっていないかもしれませんけれども、国保につきましても、さまざまな御意見は

当然あろうかと思いますけれども、それはまたそれなりに承っていくということで、委員会

の報告としては以上でございますので、御了解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

  山田さん、発言する前に、もう少しマイクに近づいてお話しできませんか。 

○１４番（山田直志君） 今の委員長の答弁というのは、大変やはり無責任だと思うんですよ。

最終的に当然町の執行については、町長が予算書等に基づいてなさるんですけれども、それ

についてもし不十分な点があれば、議会というものがその審査において審査をして、意見を

付するなり、最終的にチェックをしていくんだということにおいて議会があるんじゃないか

と。それぞれ私がどこでやった、審議会がどういう議論をしたかということは、それはそれ

として大事な問題ですけれども、しかし、最終的にその町長、当局が執行する事業のあり方

についてゴーサインを出すのは、この議会が出すわけですよ。それにおいてしっかりとした

審議をしない、しっかりとした意見や何も付すことがなかったということは、結局何も行政
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に対するチェックを果たさなかったというふうに一般的にはとられるんですよ。そういう責

任をやはり議員は持っているということの自覚の上に御発言していただかないと、だれかが

した、どこでどういう議論があったということでは済まされない。最終的には我々がこの議

場で決めることが議会をも拘束するし、町民の皆さんにもそれが拘束力を持ってくるわけで

すから、そういう責任を感じるならば、そういう責任をとることができないだとか、そんな

無責任なことは言えないと思います。我々もできないことはあるけれども、最善を尽くして

一つ一つの事業に対して再び失敗が起こらないように最善を尽くして審議して、少しでも失

敗が起こらない方向に事業を進めるよう審査して意見を付するなどの行為をすることが議会

の責任ではないでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 議会の責任というふうなことでは、おのおの心に思うところがあろ

うかというふうに思います。本当に大事なこのときに、私もこういう委員長としての大任を

果たさせていただきまして、力量不足なことはよく自分でもわかっております。もしできる

ことならば、再度挑戦しようかなというふうな気持ちも、今の御指摘の中でやり直そうかな

みたいに思いました。大変私的なことになりました。申しわけございません。 

  本当におっしゃるとおりに、これから議会のあり方が町民に問われるというふうなことで

ございます。大事な改選前のこの議会でございますので、おのおの天につばして我が身に返

ってこないように、しっかりと今後も議員活動を続けてまいりたいというふうに思います。

十分な答弁にならないことを心からおわびを申し上げたいと思います。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより議案第24号 平成27年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算の討論に入ります。

討論ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 私は本議案に対して反対したいと思います。 

  委員長報告の中でも、それぞれ町が負担軽減を含めて行っているような法定外の繰入をな

くすというようなことが表明されているにもかかわらず、そうしたことに対する審議も十分

なされていない。そのことはイコール、国保税を支払う町民の負担になっていることでござ
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いますので、そういう点での審議もないまま、一方的に負担の繰り入れをやめるということ

を容認するという報告書のとおり認めるということは、私はできません。そういう点では今

案に対して反対でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま反対者の討論がございました。 

  次に、賛成者の討論があれば許します。賛成者ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第24号 平成27年度東伊豆町国民

健康保険特別会計予算の採決をいたします。 

  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） ５人でございます。お座りください。 

  次に、原案に反対の方の起立を求めます。 

（反対者起立） 

○議長（鈴木 勉君） 反対者１人でございます。よって、本案は原案のとおりに決すること

になりました。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。 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） すみません、議事進行します。 

（「採決したんだから、それに対して異議ありますかということは、ち

ょっとおかしいと思います」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） だから、読み直します。 

  よって、議案第24号 平成27年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算は、委員長の報告の

とおり可決されました。 

  次に、議案第25号 平成27年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算の討論に入ります。

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 
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  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第25号 平成27年度東伊豆町後期

高齢者医療特別会計予算を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決するものであります。本案は委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、議案第25号 平成27年度東伊豆町後期

高齢者医療特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第26号 平成27年度東伊豆町介護保険特別会計予算の討論に入ります。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第26号 平成27年度東伊豆町介護保険

特別会計予算を採決します。 

  本案に対する委員長の報告は可決するものでございます。本案は委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、議案第26号 平成27年度東伊豆町介護

保険特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第27号 平成27年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算の討論に入ります。討論

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第27号 平成27年度東伊豆町稲取財産

区特別会計予算を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決するものでございます。本案は委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、議案第27号 平成27年度東伊豆町稲取

財産区特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第28号 平成27年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算の討論に入ります。討
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論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第28号 平成27年度東伊豆町風力

発電事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決するものでございます。本案は委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、議案第28号 平成27年度東伊豆町風力

発電事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第29号 平成27年度東伊豆町水道事業会計予算の討論に入ります。討論ありま

せんか。 

  まず、本案に反対者の発言を許します。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 私は水道会計について反対したいと思います。理由は２つあります。 

  １つは、やはり本議会において特別会計の予算審査において、もっと十分な審議がされて、

議会のチェック機能を含めた役割をしっかりと果たしていただきたかった。しかし、再三そ

ういう機会もあったにもかかわらず、この問題については、残念ながら十分なことをされた

というふうに私は理解はできません。この点が１つでございます。 

  もう一つは、反対というか、一部保留的な意見でございますが、町長とも再三この水道に

かかわる議題については、大綱質疑を含めて議論してきまして、町長も議場の中ではそれぞ

れ検討するという約束をいただいておりますけれども、私としましては、審議会の委員であ

ったということも含めまして、十分その意に沿ったものにまだなっていない。まだ町長自身

これから取り組まれるということでございますので、私は今年度につきましては、反対、保

留をして、またこの次、１年間結果を見た中で、賛否については、今後その機会があれば示

したいなというふうに考えております。 

  そういう点で今回の水道会計の予算については反対でございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。賛成者の討論ございませんか。 

  ７番、栗田さん。 
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○７番（栗田成一君） 私、賛成という立場でございますけれども、今後、町長は、今、発言

者からありましたように、いろいろ検討するというようなことでございますので、そういう

ことに期待しておきたいと思っております。そういう関係から私は賛成いたします。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論はりませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） これで討論を終結いたします。 

  これより議案第29号 平成27年度東伊豆町水道事業会計予算を採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の

起立をお願いいたします。賛成の方の起立です。 

（賛成者起立） 

○議長（鈴木 勉君） ５人。 

  反対の方の起立をお願いいたします。 

（反対者起立） 

○議長（鈴木 勉君） １名。 

  賛成者の起立多数です。よって、議案第29号 平成27年度東伊豆町水道事業会計予算は、

委員長の報告のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時１３分 

 

○議長（鈴木 勉君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許します。 

  町長。 

○町長（太田長八君） １点報告させていただきたいと思います。 

  去る３月23日に消防の救急広域協定書を結びましたもので、議会のほうに報告させていた

だきます。 

  以上です。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第８ 議案第３０号 平成２６年度東伊豆町一般会計補正予算（第１１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第８ 議案第30号 平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第11

号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第30号 平成26年度東伊豆町一般会計補

正予算（第11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4,514万3,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額を50億2,326万8,000円とするものであります。 

  今回の補正予算につきましては、地域への好循環拡大に向けた緊急経済対策として、国の

補正予算に計上された地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金に対応し、町内の消費喚

起や生活支援を目的とした地域消費喚起・生活支援型事業及び地方創生の先行的な取り組み

として、まち・ひと・しごと創生に向けた地方創生先行型事業に関する事業費を追加計上す

るものであります。 

  地域消費喚起・生活支援型では、宿泊誘客事業、プレミアム商品券発行事業及び多子世帯

生活支援の３事業を実施いたします。また、地方創生先行型では、総合戦略策定に向けたア

ンケート調査や空き家の利活用、観光誘客対策、少子化対策など10事業を実施いたします。 

  なお、寄付金といたしまして、ふるさと納税寄付金１件の御浄財が寄せられましたので、

寄付者の御意向に沿った要綱に活用させていただくため、あわせて予算措置しております。 

  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すので、

御理解をお願いいたします。 

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

します。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいま提案されました議案第30号 平成26年度東伊豆

町一般会計補正予算（第11号）について概要を説明いたします。 

  補正予算書とあわせてお配りいたしました資料もごらんください。 
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  平成26年度東伊豆町の一般会計補正予算（第11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4,514万3,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億2,326万8,000円といたします。 

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

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法第213条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、

「第２表繰越明許費」によります。 

  恐れ入りますが、１ページをお開きください。 

  第１表歳入歳出予算補正、歳入について御説明いたします。 

  14款国庫支出金、２項国庫補助金、補正前の金額に4,362万6,000円を追加し、１億6,724

万6,000円といたします。国の緊急経済対策として、補正予算に計上された地域活性化・地

域住民生活等緊急支援交付金に対応し、地域消費喚起・生活支援型で1,761万6,000円、また

地方創生先行型で2,601万円、計4,362万6,000円を増額するものであります。 

  17款１項寄付金、補正前の金額に１万円を追加し、1,018万9,000円といたします。ふるさ

と納税寄付金として、千葉県船橋市在住の匿名希望の方から１万円をお寄せいただきました。

寄付者の御意向に沿って社会福祉基金へ積み立てをいたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、補正前の金額に150万7,000円を追加し、２億5,745万3,000

円といたします。今回の補正における歳入予算及び歳出予算調整後の不足額を補塡措置いた

した内容でございます。 

  なお、補正後の財政調整基金の残高見込みは、約６億4,200万円でございます。 

  次に、歳出について主なものを御説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、補正前の金額に4,513万3,000円を追加し、８億1,132万

4,000円といたします。歳入で御説明いたしました国の地域活性化・地域住民生活等緊急支

援交付金に対応するため２つの事業を新設いたします。地域消費喚起・生活支援型では、町

内の消費喚起のためのプレミアム商品券発行事業補助金や観光閑散期の需要喚起を目的とし

た宿泊誘客事業補助金、また２子以上の多子世帯を支援する多子世帯生活支援金の３事業を

実施いたします。地方創生先行型においては10事業を実施します。総合戦略策定事業では、

地方版総合戦略の策定に向けたアンケート調査分析委託料や、まち・ひと・しごと創生有識
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者会議委員報酬等を増額措置いたします。空き家バンク推進事業と空き家利活用拠点づくり

事業では、空き家活用支援補助金や旧第６分団器具置場における空き家利活用拠点づくり委

託料等を増額措置いたします。ＵＩＪターン促進事業では、定住人口の増加を目標とし、就

職ガイダンスや相談会を行うＵＩＪターン促進事業委託料を増額措置いたします。観光プロ

モーション推進事業では、ネットエージェントを活用した観光誘客キャンペーンを行うため

の観光プロモーション推進事業補助金を増額措置いたします。インバウンド対策推進事業で

は、海外旅行博への参加やファムトリップの実施に対するインバウンド対策推進事業補助金

を増額措置いたします。無線ＬＡＮ機器設置推進事業では、ホテル、旅館等の無線ＬＡＮ機

器設置に対する無線ＬＡＮ機器設置推進事業補助金を増額措置いたします。ロケ誘致推進事

業では、テレビ等のロケを誘致した際に、町内で消費した費用の一部を補助するロケ誘致推

進事業補助金を増額措置いたします。子宝祝金事業では、２子以上の世帯の増加を目標とし、

これまでの出産祝金を拡充した子宝祝金を増額措置いたします。子育て用具購入費助成事業

では、子育て世帯の支援として、チャイルドシートやベビーカーなどの購入に対する子育て

用具購入費補助金を増額措置いたします。 

  次に、３款民生費、１項社会福祉費、補正前の金額に１万円を追加し、10億6,547万2,000

円といたします。ふるさと納税寄付金を社会福祉基金へ積み立てするため増額するものでご

ざいます。 

  ２ページをごらんください。 

  第２表繰越明許費の設定につきましては、２款総務費、１項総務管理費の地域住民生活等

緊急支援事業（地域消費喚起・生活支援型）並びに地域住民生活等緊急支援事業（地方創生

先行型）の２事業を翌年度へ繰り越すものでございます。記載のとおりでございます。 

  ３ページをごらん願います。 

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

  まず、歳入ですが、補正前の額49億7,812万5,000円に4,514万3,000円を追加いたしまして、

50億2,326万8,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額49億7,812万5,000円に4,514万3,000円を追加いたしまして、

50億2,326万8,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は、国県支出金が4,362万6,000円の増、その他

財源が１万円の増、一般財源は150万7,000円といたします。 

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

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） すみません、ちょっと気になっている点がありまして、空き家の利

活用拠点づくり事業のところで、前から芝浦工大云々かんぬんなんていうような話が出てい

たかなと思うんですけれども、ちょっとやはり学生だけでの作業は非常に雑で、もし本当に

そういう拠点事業をつくるとすると、何らかの職人さん等が入って指導しないと、やはりい

いものにはなっていかないという部分があろうかと思いますが、１つ。 

  あと、各事業において若干使い残しとか、そういうものが出る項目があるのかなという感

じがしておりますけれども、それらの対応についてどうお考えですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目の拠点づくりでございますね。これ前回も山田議員から

も質疑されました。その中で、商工会の青年部とか、そういう関連している団体、それが応

援しますよということは受けておりますもので、私は芝浦工大だけではなくて、地元のそう

いう若手の建設、水道、電気、この辺もやってくれると思いますので、入谷みたいに、入谷

も大変立派なものですけれども、そういうような方向にはならないとは感じております。 

  次に、２点目、これ自由に使えます。流用できますもので、できるだけ使った中で目いっ

ぱい使いたい、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） ただいま町長からも御説明がありましたように、国から

も流用可能な交付金なので有効に使っていただきたいという指導もございます。そういうこ

とで、事業としては２つの事業に分けさせていただきました。 

  御存じのとおり、繰り越しいたしますと、繰り越した予算については、補正はもうできま

せんので、この２事業の中で流用等を使いまして、有効に活用していきたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 私、伺いたい点は、消費喚起のプレミアム商品券の発行事業でござ
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いますが、これは一般質問でも伺いました内容は、一応基本的には承知はしておりますけれ

ども、今回、商工会に委託というふうなことで、従来と同じ方式になるのかなと。 

  再三質問の中で私が心配している点も、それとあわせて、もし商工会に入っていない、そ

ういう店舗などへの配慮は、本当に小さな商店かなというふうに思うんですが、そういう場

合はどうなんでしょうか。ぜひ拡大というようなことでは、今回は細やかに、商工会に入っ

ていなきゃだめというふうなことでなく、商店として営みをしているんだったら、そこも使

えるよというような細やかな取り組みがあってしかるべきではないかなというふうに考えま

すが、その点いかがでございましょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目は、啓蒙ですね、基本的に国のほうが、やはり今までの

プレミアム、国がこれだけ力を入れたんだということを住民の方に知らしめてくれと言われ

ておりますもので、啓蒙に関しましては、今まで以上に、これは啓蒙、こういう国がやって

くれていますと、これは町民には啓蒙していきたいと。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） その後、まず１点目。 

  ２点目、基本的に今までは、今までのサービス店会、商店、これもとりあえず核としてや

るかと思いますが、今、居山議員からそういうことを言われますと、これは検討させていた

だいた中で、居山議員からそう言われましたもので、今、従来どおりのやり方でやろうかと

考えておりましたもので、それはちょっと検討させてください。 

  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） 先ほど町長が答弁されたとおりでありまして、過去において

も、このプレミアム商品券の発行については、サービス店会のみならず、漁協、農協、それ

から地元資本のコンビニエンスストア、それからガソリンスタンド、それから居山議員がお

っしゃったサービス店会に加盟されていないその他の小売業、それから飲食業、また理容業、

理容とか美容とか、そういう業種。それから、その他サービスということで、伊豆急関係の

切符等も購入できるような、なるべく多くの業種が入るような形で、過去においてもプレミ

アム商品券を発行しておりました。 

  今回についても、町内の消費拡大というのが最大の目的でございますので、その辺を十分

検討した上で進めていきたいというふうに思っております。 
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  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） それでは、大事な国の事業をこうして当町でそれをどのようにとい

うふうなこと、大変細やかなそういう取り組みをより一層していただくというふうなことで

大いに期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、11番、山本さん、どうぞ。 

○１１番（山本鉄太郎君） ちょっと１点説明していただきたいんです。 

  子宝祝金というのかな、私には関係ないけれども、子宝祝金の内容はどういうふうになっ

ているのか、ここでちょっと内容説明をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは事務的なことなもので、担当のほうから説明いたさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） それでは、ただいまの御質問ですけれども、従来、今まで

ありました出産祝金という形で、出産された方に５万円を今まで差し上げておりましたけれ

ども、それを変更いたしまして、第１子が５万円、第２子が10万円、第３子が20万円、第４

子以降に30万円と給付額を拡充して、少子化及び人口減少対策として実施するものでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、質疑ありませんか。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） ここにアンケート調査分析委託料というふうにあるんですけれども、

850万円の予算ついていますが、これはどういったアンケート、アンケートの内容ですね、

それと委託先についてお伺いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） アンケート調査の内容ということですが、人口の将来展望に

かかる調査ということで、結婚、出産、子育てに関する意識調査、若者向けの意識調査、あ

と住民意識調査ということと、あと人口動向分析というような形のものを計画しております。 

  業者については、今後、指名競争入札という形で委託をしていきたいと思っております。 

（「12番」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 12番さんは、先ほど質疑しましたから、御遠慮ください。 
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  ほかに質疑ありませんか。 

  ５番、村木さん。 

○５番（村木 脩君） この歳入についてですけれども、これはあれですか、事業を先に計画

して、それに対しての国のほうの交付金なのか、その点についてお聞きしたいです。 

○議長（鈴木 勉君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） 交付金につきましては、国のほうから内示を受けた金額とい

うことで、人口とかそういうもろもろの数値で計算されて、国から配分された金額でござい

ます。 

○議長（鈴木 勉君） よろしいですか。 

（「１回しか質問できないんでしょうか」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） そうです。 

  次に、質疑ありませんか。 

  説明をしたほうがよろしいですか。今、12番さんに対して。１回の質問は３回できるんで

すけれども、２回で終わって、次にもう１問あるという形の質問の受け付けはできないもの

ですから、御了承願いたいと思います。 

  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第30号 平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第11号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程第９ 議案第３１号 平成２７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９ 議案第31号 平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 
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  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31号 平成27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900万円を追加いたしまして、歳入歳出

予算の総額を52億3,700万円とするものであります。 

  国の平成26年度補正予算（第１号）を活用し、繰り越しにより新年度の事業実施を予定し

ておりましたリフォーム振興事業について、国・県との調整の結果、事業計画から除くこと

となりました。当該事業を例年どおり実施するため、今回、増額措置をするものであります。 

  財源につきましては、財政調整基金からの繰り入れ措置とさせていただきましたので、御

理解をお願いいたします。 

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

します。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいま提案されました議案第31号 平成27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27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900万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ52億3,700万円といたします。 

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

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  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900万円を追加

し、３億3,300万円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金900

万円の増は、今回の補正における財源不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ６款１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額に900万円を追加し、2,457万3,000円と

いたします。事業コード１商工振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節４リフォーム振
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興事業補助金900万円の増は、リフォーム振興事業について、新年度において例年どおり実

施するため増額措置するものでございます。 

  恐れ入りますが、２ページへお戻りください。 

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

  まず、歳入ですが、補正前の額52億2,800万円に900万円を追加いたしまして52億3,700万

円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額52億2,800万円に900万円を追加いたしまして52億3,700万

円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 

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

します。 

○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） やることはわかるんですけれども、景気対策等にもいいなとは思いま

すけれども、なぜこの時期にこの900万円、新年度予算に組み入れられなかったのか。この

時期になぜこの900万円を補正しなければならないのか。その点についてだけ御質問します。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいまの御質問ですが、町長の提案理由にもありまし

たように、当初、26年度の補正予算ということで、今回の地方創生の関係で補正予算に入れ

ておりましたが、その中で国・県との調整の結果、住宅リフォームの補助金が該当しないと

いうことでしたので、急遽、新年度の補正予算という形で提出させていただいております。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的に当初の国の補正予算、これで対応するつもりでおりました。

全国各自治体もリフォーム事業をあげておりましたけれども、基本的には国のほうがばらま

きという観念の中で、このリフォーム事業は認められないとのことでしたので、これは先ほ

ど言った産業振興という中で今回900万円をあげさせていただきましたので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第31号 平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程第１０ 報告第１号 平成２５年度東伊豆町教育委員会自己点検・評価報告

書の提出について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第10 報告第１号 平成25年度東伊豆町教育委員会自己点検・評

価報告書の提出についてを議題といたします。 

  皆さんのお手元に資料が配付されておると思います。 

  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。 

  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第１１ 諮問第１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11 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

いたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について。 

  吉間武久氏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。 
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  住所、賀茂郡東伊豆町片瀬631番地の１。 

  氏名、吉間武久。 

  提案理由を申し上げます。 

  吉間武久氏の任期が満了となるため、再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。 

  なお、吉間氏は、３月13日付で白田189番地の２に転居されておりますので、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。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。 

 

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

 

◎日程の追加について 

○議長（鈴木 勉君） お諮りします。ただいま町長から議案第32号 東伊豆町教育委員会教

育長の任命についてが提出されました。これを日程に追加し、追加日程第１として日程の順

序を変更し、直ちに議題としたいと思います。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。したがって、議案第32号 東伊豆町教育委員会

教育長の任命についてを日程に追加し、追加日程第１として議題にすることに決定いたしま

した。 

  資料配付のため、暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１１時４１分 

 

再開 午前１１時４２分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 

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

 

◎追加日程第１ 議案第３２号 東伊豆町教育委員会教育長の任命について 

○議長（鈴木 勉君） これより追加日程第１ 議案第32号 東伊豆町教育委員会教育長の任

命についてを議題といたします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第32号 東伊豆町教育委員会教育長の任

命について。 

  東伊豆町教育委員会教育長に下記の者を任命することについて、平成27年４月１日に施行

される地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１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、賀茂郡東伊豆町片瀬232番地の１。 

  氏名、黒田種樹。 

  生年月日、昭和30年８月27日。 

  提案理由を申し上げます。 

  教育委員より、平成27年３月31日をもって一身上の都合により辞職したい旨の申し出が提

出されたため、新たに教育長の選任をお願いするものであります。 

  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いたします。 
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  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第32号 東伊豆町教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。 

  本案はこれに任命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、本案はこれに任命することに決しま

した。 

 

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

 

◎日程第１２ 議会広報編集委員会委員の選任について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第12 議会広報編集委員会委員の選任を行います。 

  議会広報編集委員会委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定により、５番、

村木さんを議会広報編集委員会委員に指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、５番、村木さんを議会広報編集委

員会委員に選任することに決定いたしました。 

 

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

 

◎日程第１３ 東河環境センター議会議員の選挙 

○議長（鈴木 勉君） 日程第13 東河環境センター議会議員の選挙を議題といたします。 

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

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

に決定いたしました。 

  東河環境センター議会議員に、２番、内山さんを指名いたします。 

  お諮りします。ただいま議長において指名いたしました２番、内山さんを東河環境センタ
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ー議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

ました２番、内山さんが東河環境センター議会議員に当選されました。 

  当選されました２番、内山さんが議場におられますので、本席から会議規則第33条第２項

の規定により告知いたします。 

 

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

 

◎日程第１４ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第14 陳情・要望書等の審査についてを議題といたします。 

  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） 読み上げをもって報告とさせていただきます。 

  平成27年３月25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、296号。 

  付託年月日、平成27年３月11日。 

  件名、東区防災センター新築要望について。 

  審査の結果、採択。 

  要望書に対する委員会の意見。 

  東区地域は、町内でも津波など地震による被害を最も受けやすい地域であり、東区の津波

地震対策は、もっとも急がれる町政の課題である。 

  しかし、現在の東区公民館所在地は、南海トラフ巨大地震レベル２によると一部に津波深

区域がある。 
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  場所と整備する施設の内容については、町財政への負担や津波対策なども含め、町と東区

で十分に協議検討され整備されることが必要である。 

  また、「第８分団器具置場」の併設について、少子化の中で消防団員の維持確保が困難に

なりつつある。こうした町全体の状況から、策定が予定されている防災計画や今後の消防団

のあり方などに基づいて、検討されることが望ましいと考える。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま総務経済常任委員長より報告のありました陳情・要望書等の

審査報告について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより陳情・要望書等の審査報告について採決いたします。 

  本案に対する委員長の審査報告は採択です。 

  この審査報告については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査については委員

長の報告のとおり決しました。 

 

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

 

◎日程第１５ 意見書案第１号 「緊急地震・津波対策交付金」に対する意見書に 

               ついて 

○議長（鈴木 勉君） 日程第15 意見書案第１号 「緊急地震・津波対策交付金」に対する

意見書についてを議題といたします。 

  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） 意見書案の第１号ですけれども、先ほど採択いたしました町の一般
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会計予算において、この緊急地震・津波対策交付金を県に全額返還すると、こういう問題が

あったわけでございますが、その対応として、しかし、まだ町のほうでは、地震・津波対策

はまだまだ十分でないわけですから、これについては意見書を提出して、再度、県の対応を

お願いしようと、こういう内容でございます。 

  朗読をもって提案にかえさせていただきます。 

  意見書案第１号 「緊急地震・津波対策交付金」に対する意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、県に対し、「緊急地震・津波対策交付金」に対する意見

書を別紙のとおり提出する。 

  平成27年３月25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。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 村木脩。 

  １枚おめくりください。 

  「緊急地震・津波対策交付金」に対する意見書（案） 

  平成25年度に一括交付された「緊急地震・津波対策交付金」は、東日本大震災の被災を教

訓としてメニューを拡大し、一括交付することで市町の地震津波対策を計画的にさらに前倒

して促進することが趣旨だった。 

  しかし、当町では１億2,683万円を返還することになった。国庫補助事業は適用外など制

約が多く使い難いことによるものである。 

  そもそも地震津波対策は、地域の実情により様々な施設を必要としており、県がメニュー

を示すなどして事業内容を限定すべきではない。 

  市町には、緊急に対応しなければならない地域や課題のほとんどが手つかずのまま残され

ている。また、この課題は住民のコンセンサスが必要で２～３年の短期では対応しきれない

問題でもある。 

  市町の防災計画に沿って、住民コンセンサスが得られたものから率先して具体化しなけれ

ば、地震津波対策は絵に描いた餅にしかならない。 

  よって、静岡県は緊急地震・津波対策交付金のメニューを市町の実情に合わせて弾力的な

内容とし、事業実施年数の拡大、補助率の向上など抜本的な見直しを行い、再度交付し地震

津波対策の促進を図られたい。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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  平成 年 月 日。 

  静岡県東伊豆町議会でございます。 

  提出先につきましては、さらにその１枚おめくりください。 

  県議会議長、県知事、地元選出の県会議員でございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより意見書案第１号 「緊急地震・津波対策交付金」に対する意見書についてを採決

いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程第１６ 意見書案第２号 水道施設の耐震化に対する意見書について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第16 意見書案第２号 水道施設の耐震化に対する意見書につい

てを議題といたします。 

  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） 水道施設の耐震化に対する意見書ですけれども、これは全協等での

水道問題に対する説明、また料金改定等に対する議会としての一定の意思表示をすべき最善

の策の一つであろうかと考えております。 

  朗読をもって提案にかえさせていただきます。 

  意見書案第２号 水道施設の耐震化に対する意見書について。 
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  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、水道施設の耐震化に対する

意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成27年３月25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。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 村木脩。 

  １枚おめくりください。 

  水道施設の耐震化に対する意見書（案） 

  水道は、快適な国民生活と社会経済活動を営む上で欠くことが出来ない重要なインフラ施

設である。この水道は、安全で安心できる水の持続的供給を確保するため、また、地震等の

災害時においても可能な限り給水を維持するために、耐震化は重要なことである。 

  しかし、国の調査では、平成25年度末現在、水道施設のうち基幹的な管路の耐震適合性の

ある管の割合は約34.8％、浄水場の耐震化率は約22.1％、配水池は約47.1％であり、まだま

だ地震に対する備えが十分であるとはいえない状況にある。 

  当町の水道施設は、ほとんどが耐震化できていない。水道管の耐震化率も12.2％と低い状

況にある。阪神大震災と東日本大震災という未曽有の大災害を経ても耐震化率の大幅な改善

は図られていない。 

  国は、既存の水道施設の耐震化に関し、「災害時に重要な拠点となる病院、診療所、介護

や援助が必要な災害時要援護者の避難拠点など、人命の安全確保を図るために、給水優先度

が特に高いものとして地域防災計画等へ位置づけられている施設へ配水する管路については、

優先的に耐震化を進める。」としているが、水道事業を展開する地方自治体は、供給量の大

きな落ち込みや過疎化高齢化などから財務状況が悪化しており、耐震化は水道料金の大幅な

値上げとなる新たな設備投資であることから自力で行うことには限界がある。 

  よって、国は、安定した水の供給と災害時の重要なライフラインで水道施設の耐震化につ

いて、次の事項を実現することを強く要望する。 

  記。 

  １ 水道施設の耐震化を促進する支援策を充実させること。 

  ２ 地震の到来が予想されている地震対策指定強化地域については、早期に耐震化に対応

できるよう特別な配慮を行うこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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  平成 年 月 日。 

  静岡県東伊豆町議会でございます。 

  次に、裏のほうに国会及び関係行政庁及び静岡県選出の国会議員の先生方へ送付させてい

ただくという内容でございます。 

  以上でよろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 意見書の内容については異論はございませんけれども、添付されて

いる国会議員関係の議員なんですけれども、これは全部でこれが国会議員全部というふうな

御認識なのか伺いたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 従前添付してある、この地域にかかわりのある方ということで掲載

をさせていただいてございますが。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 私ども公明党の国会議員で大口善徳がおりますもので、それが漏れ

ておりますもので、ぜひ追加でお願いをしたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 所在活動地を伊豆半島を中心というふうに考えておりましたけれど

も、そういう意見で、静岡県に活動の拠点を置いている方に広げるということになれば、そ

ういう対応も必要かと思いますが、既に意見書として成文化してございますので、その対応

についてはまた議長と協議していただいて、今後またこういう意見書の提出において落とし

のないように進めるという形で、今日のところはこういう対応しかできません。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより意見書案第２号 水道施設の耐震化に対する意見書についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 
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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、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１７ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第17 陳情・要望書等の審査についてを議題といたします。 

  審査を付託した文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  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、朗読をもって報告いたします。 

  平成27年３月25日。 

  東伊豆町議会議長 鈴木勉様。 

  文教厚生常任委員会委員長 内山愼一。 

  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。 

  受理番号が146。 

  付託年月日が平成26年９月11日。 

  件名、奨学金制度の充実及び見直しを求める意見書採択のお願い。 

  審査の結果については、採択。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま文教厚生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。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 私、副委員長の関係で賛成者ということになっておりますけれども、

恐縮ですが、先ほど申し上げた国会議員の関係で大口善徳を…… 

○議長（鈴木 勉君） すみません、居山さん、何か勘違いしておりませんか。ただいまの議

案は、陳情・要望書の審査についてですけれども。 

○１２番（居山信子君） わかりました。 
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○議長（鈴木 勉君） すみません、議事進行させていただきます。 

  委員長の報告について質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより陳情・要望書等の審査報告についてを採決いたします。 

  本案に対する委員長の審査報告は採択です。 

  この審査報告については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査については委員

長の報告のとおり決しました。 

 

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

 

◎日程第１８ 意見書案第３号 給付型奨学金制度の創設を求める意見書について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第18 意見書案第３号 給付型奨学金制度の創設を求める意見書

についてを議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  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、意見書案の第３号 給付型奨学金制度の創設を求める意見

書について。 

  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、給付型奨学金制度の創設を

求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成27年３月25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 内山愼一。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 居山信子。 
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  １枚めくっていただきます。 

  給付型奨学金制度の創設を求める意見書（案） 

  独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は、経済的理由により修学に困難がある大学生等

を対象とした国が行う貸与型の奨学金で、無利息の第一種奨学金と年３％を上限とする利息

付の第二種奨学金がある。平成24年度の貸付実績は、第一種奨学金と第二種奨学金合わせて

約132万人、約１兆815億円となっている。 

  その一方で、平成24年度末における延滞者数は約33万人、返還期日が到来した未返還額は

約925億円に上っている。 

  これは、長引く景気の低迷等に伴う就職難や低賃金等、厳しい雇用環境を反映しているも

のと考えられるが、奨学金を貸与された大学生等にとって、その返還が卒業後の生活の大き

な負担となっている。 

  こうした中、平成25年６月に閣議決定された日本再興戦略では、若者の活躍推進として、

「若者等が経済状況にかかわらず大学等で学ぶことができるよう、奨学金制度を充実する」

としている。 

  よって、国においては、意欲と能力のある若者等が経済的理由により修学を断念すること

なく安心して学べるよう、新たな給付型奨学金を創設するなど、奨学金制度の充実を図るこ

とを強く要望する。 

  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27年３月25日。 

  静岡県東伊豆町議会。 

  それから、提出先については、次のページに一覧表があるもので、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「12番」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 12番さんは賛成者になっておりますけれども、質疑ですか。提出者の

賛成者になっておりますけれども、質疑しますか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 大変申しわけございません。この意見書の内容については、私はも

ちろん賛成者ということで構わないんですけれども、先ほども同じ点で申し上げました静岡

県選出国会議員の関係ですけれども、大口善徳衆議院議員、ぜひこれに入れていただくとい

うふうなことで、ぜひ御審議をお願いしたいというふうに思います。 
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○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

○２番（内山愼一君） 先ほどの総務委員長さんが同じような質疑を受けたわけですけれども、

議長のほうと十分相談して、先ほど委員長もお話ししましたので、私もそのような形で考え

ていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○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いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

  これより意見書案第３号 給付型奨学金制度の創設を求める意見書についてを採決いたし

ます。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

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

 

◎日程第１９ 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19 議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

  内容といたしましては、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27年第２回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。 

  議会運営委員会所管事務調査については、議会運営委員会にこれを付託し、調査すること

に決定いたしました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） お諮りします。本定例会に付議されました議案の審議は全て終了いた

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

いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  平成27年第１回東伊豆町議会定例会を閉会いたします。 

  任期中、最後の定例会となりましたが、長い間、御苦労さまでございました。ありがとう

ございました。 

 

閉会 午後 ０時１２分 
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