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平成２７年第２回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                    平成２７年６月１８日（木）午前９時３０分開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

    １． ７番 飯 田 桂 司 君 

     １）町の将来人口について 

     ２）町長の政治姿勢について 

    ２．１２番 鈴 木   勉 君 

     １）水道事業基本経営計画について 

     ２）伊豆縦貫自動車道の促進について 

     ３）長寿者敬老祝金について 

    ３．１０番 藤 井 廣 明 君 

     １）空き家対策について 

     ２）水道事業について 

    ４．１３番 定 居 利 子 君 

     １）町有地の諸問題について 

     ２）観光振興について 

    ５． ３番 栗 原 京 子 君 

     １）高齢者の社会活動への参加の支援について 

     ２）救急医療情報カプセルについて 

     ３）身近な住民福祉の向上について 

     ４）大川の国道下にある旧大川グランドホテルについて 

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

出席議員（１２名） 
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     １番  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 

     ３番  栗 原 京 子 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君      ７番  飯 田 桂 司 君 

     ８番  村 木   脩 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １２番  鈴 木   勉 君 

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

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 忠 一 君 

教 育 長 黒 田 種 樹 君 総 務 課 長 
兼 防 災 監 鈴 木 利 昌 君 

総 務 課 参 事 竹 内   茂 君 企画調整課長 向 井 青 一 君 

税 務 課 長 正 木 三 郎 君 住民福祉課長 遠 藤 一 司 君 

住 民 福 祉 課 
参 事 齋 藤   匠 君 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 

健康づくり課 
参 事 村 上 則 将 君 観光商工課長 梅 原 裕 一 君 

建設産業課長 鈴 木   孝 君 建 設 産 業 課 
技 監 高 村 由喜彦 君 

建 設 産 業 課 
参 事 鈴 木 伸 和 君 教 育 委 員 会 

事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 

消 防 長 久我谷   精 君 水 道 課 長 木 田 尚 宏 君 

会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 鈴 木 敏 之 君   

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 石 井 尚 徳 君 書 記 木 村 昌 樹 君 

───────────────────────────────────────────────── 
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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  平成27年第２回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、公私ともにお忙し

い中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  梅雨に入り大気の状態が非常に不安定の中、皆様方におかれましては、健康に十分御留意

されて審議に御精励くださいますようお願い申し上げます。 

  また、改選後初の定例会となります。一般質問等を通して、町民の福祉の向上と地域社会

の活力のある発展を目指して頑張っていただきたいと思います。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成27年東伊豆町議会第２回定例会は成立しましたので、開会します。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（村木 脩君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  13番、定居議員。 

（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２回定例会の運営について御報告をいたします。 

  まず、本定例会には９名の議員の方々より24問の一般質問が通告されております。初めて

一般質問をされる方もおられますが、一般質問の趣旨をよく御理解され、円滑に質疑、答弁

がなされますよう御協力をお願いいたします。また、質問通告者の中で、10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、条例の制定及び一部改正案が３件、規約の変更が

１件、補正予算案が２件、人事案件が１件、合計７件がそれぞれ日程に組み込まれておりま

す。 

  条例の制定及び一部改正につきましては、説明資料等により簡潔でわかりやすい要点説明



- 4 - 

 

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

定しましたので、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  議会からは、静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙が１件、また、議員派遣の議案

１件、これは８月と11月に行われる議員研修会について公務災害の適用などから、議員派遣

として議決するものです。 

  また、陳情・要望書等の審査報告についても予定をされております。 

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

日間といたします。 

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

テレビ等で見ている町民の皆様に見苦しくないように配慮をお願いいたします。 

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

こと、議会の会議規則委員会に関する条例等に関すること、議長の諮問に関すること、以上

３点を閉会中の継続調査といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

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

委員会からの報告といたします。よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめ皆様のお手元に配付したとおりであり

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村木 脩君） 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、１番、笠井議員、２番、

稲葉議員を指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。今定例会の会期は、本日から予備日を含め６月23日までの６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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、会期は６日間と決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  議会閉会中に提出されました平成26年度繰越明許費繰越計算書及び平成27年度東伊豆町水

道事業会計予算流用調書につきましては、お手元に配付しておりますので、内容を御確認く

ださい。 

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

  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、６月22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。 

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

  会議資料については、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。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第４ 行政報告 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 町長より行政報告を行います。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成27年第２回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には、何かとお忙しい中、

御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  定例会の開会に当たり、御挨拶を兼ね行政諸般の報告をさせていただき、議員各位並びに

町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  町議会議員選挙後に行われました５月の臨時会で、新議長に村木 脩議員が就任され、ま

た新副議長に山田直志議員が就任されました。各委員会等も新たに議会運営体制が整いまし

て、最初の定例議会となります。 

  議員各位におかれましては、議決機関として今後４年間、東伊豆町の振興発展のために御

尽力いただきますようお願いを申し上げる次第であります。 

  さて、経済状況についてでありますが、国は景気の動向を、前月に続いて「緩やかな回復

基調が続いている」とし、先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、原油

価格の下落の影響や各種政策の効果もあり、緩やかに回復していくことが期待されると見解

を示しております。 

  このような状況の中で、当町の経済状況の一つでもあります入湯客数ですが、26年度の実

績は84万1,478人、前年対比１万5,158人増で1.8％の伸びとなりました。これは、震災の影

響で入湯客数が大きく減少した平成23年度や、これと同水準にまで落ち込んだ平成25年度と

比較しても、わずかな増加にとどまったことから底を打ったとは考えられるものの、依然と

して厳しい状況にあると思われます。 

  また、ゴールデンウイークの状況におきましては、連休後半に宿泊客が集中し、前年対比

85人、0.3％の増とほぼ前年並みとなっておりますが、宿泊単価は増加に転じたことから、

今後に期待をいたしながら、経済の動向を注視していかなければならないと考えているとこ

ろでございます。 

  また、富士箱根伊豆国立公園内の箱根大涌谷で火山性地震が増加し、噴火警戒レベルが１

から２に引き上げられたことにより、箱根温泉全体に風評被害が広がっており、伊豆半島に
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も波及することを懸念いたしているところでございます。 

  当町におきましても、伊東市沖から伸びる伊豆東部火山群の活動もあることから、危機意

識を持って関係機関との連携を深めていきたいと考えております。 

  長年の懸案事項でありました伊豆東部総合病院の新病院建設につきましては、医療法人康

心会より職員が来町し、新病院建設について契約が整い、現在準備工事に着手しており、平

成29年６月のオープンを予定しているとの報告を受けました。町民9,000余名の存続要望が

かない、医療環境の整備が図られることとなりましたので、お知らせいたします。 

  それでは、本定例議会までの諸施策等について御報告を申し上げます。 

  まず、防災関係ですが、昨年より作成を進めておりました防災マップが完成し、去る６月

５日、区を通じ町内回覧で全戸配布をいたしました。回覧が届かない住民の皆様におかれま

しては、役場本庁、保健福祉センター、熱川支所に備えてございますので、御利用ください。 

  防災体制についてですが、職員の防災意識向上と初動体制の確認を目的に、４月20日の夜

間、職員動員訓練を実施し、141名の職員が役場庁舎に参集いたしました。また、６月は土

砂災害防止月間となっておりますので、７日に町内全域の崖地、急傾斜地を抱える土砂災害

危険区域の住民の皆様を対象に、土砂災害に対する避難訓練を実施し、土砂災害の知識向上

と避難の重要性について周知を図ったところであります。 

  さらに、地震津波対策では、国の交付金を活用し、熱川地区に避難地を整備するため、老

朽建築物の撤去を計画しておりますので、計画地周辺の皆様におかれましては御理解と御協

力をお願いいたします。 

  今後も想定されるさまざまな災害に備えた安心・安全なまちづくりをさらに推進し、防

災・減災に努めてまいります。 

  次に、ふるさと納税寄付金ですが、本年度よりふるさと納税寄付金の寄付者に対し、お礼

として記念品を贈呈する方法を取り入れたところ、５月末時点で29都道府県の皆様から159

件、309万5,000円の寄付申し込みをいただいております。お礼の記念品としての地場産品等

につきましても、当初の38種から53種へと増加し、東伊豆町の特産物を広く全国にＰＲする

よいきっかけとなっております。また、町内の経済活性化にもつながることから、今後も旅

館・ホテル等の宿泊補助券など、記念品の拡充に努めていきたいと考えております。 

  なお、本定例会に東伊豆町ふるさと納税基金条例の制定並びに関連する補正予算を提案さ

せていただきましたので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  次に、地方創生についてですが、国より今年度中に策定が求められている人口ビジョン及
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び総合戦略策定の支援委託業者について入札を執行し、決定いたしました。今後、16歳以上

の住民1,500人を対象に、無作為抽出により結婚・出産・子育てや定住・移住等に関するア

ンケート調査を行わせていただきますので、御協力をお願いいたします。 

  戦略策定に当たっては、町三役及び管理職で組織する「東伊豆町まち・ひと・しごと創生

本部会議」、課長補佐、係長で組織する「推進委員会」及び「議会」並びに「有識者会議」

（産・官・学・金・労及び住民代表の方々）において総合戦略方針に対する協議や検証を行

い、年内中に骨子を取りまとめたいと考えております。 

  空き家バンク事業につきましては４月より実施し、５月末現在11件の申請を受け付けてお

ります。随時立ち会いを行い、４件の物件を町のホームページで紹介しているところであり

ます。地方創生先行型交付金を財源とし、空き家登録物件利用者に対し家賃補助等を行い、

移住定住施策に取り組んでまいります。 

  また、空き家等利活用推進協議会の委員の皆様にも空き家等の利活用について御協議いた

だいているところでありますので、引き続き空き家の有効活用と安全・安心なまちづくりを

行っていくためにも、空き家所有者の皆様には御理解と御協力をお願いいたします。 

  ６月３日には、岡谷市より今井市長、竹村市議会議長を初め13名の方々を迎え、姉妹都市

締結30周年記念式典を行いました。昭和60年３月２日に交わした姉妹都市締結宣言に基づき、

今日まで良好な関係を築いてまいりました。30周年の節目を迎え、これまでの友好関係をさ

らに深めるとともに、さまざまな分野で特色を生かした交流推進を図り、両市町の市政・町

政進展のため、なお一層努力していくことを誓いました。 

  また、両市町の親睦を深めるとともに、稲取温泉の初夏のイベントであります「第50回ど

んつくまつり」に参加いただき、多くの来場者と交流をしていただくことができました。 

  去る５月31日に、平成26年度の出納閉鎖をいたしました。国の経済政策による緩やかな景

気回復傾向に伴い、個人町民税の調定額も前年度に比べわずかながら上昇し、収入額も増と

なりました。 

  しかし、長引いたデフレや経年措置により、固定資産税の調定は減額となりましたが、徴

収努力により、若干ではありますが、収入額は前年度に比べ増額とすることができました。

これは平成25年度から実施している県の税務職員の短期派遣の効果や、インターネット公売

の実施などによる滞納抑止効果があらわれた結果であると思います。これからも引き続き、

円滑かつ効果的な徴収及び債権整理を行い、収入額の増額に向け努めてまいります。 

  次に、住民福祉関係ですが、５月31日に環境美化推進運動の一環として、「町内一斉のク
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リーン作戦」を実施していただきました。大勢の町民に御参加をいただき、町内の美化推進

に御協力いただきましたことに対しまして、感謝を申し上げます。 

  交通安全関係では、５月23日に開催された交通安全子ども自転車下田地区大会において、

稲取小学校が団体戦で優勝をいたしました。校内から選抜された６年生４名１組の１チーム

で、自転車の乗り方や交通ルールの学科や実技を競ったもので、６月13日の県大会に出場を

果たすことができました。 

  福祉関係では、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、多子世帯生活支援

金として、４月１日を基準日とし、町内在住で18歳未満のお子さんを２人以上養育している

方に対し、子供１人当たり3,000円の商品券を支給するため、引換券を郵送し、６月１日よ

り児童手当の現況届の手続等に合わせて支給しているところであります。 

  また、「出産祝金」を改めた「子宝祝金」及び新生児のために購入したチャイルドシート

またはベビーカーの購入費に対する「子育て用具購入費補助金」もあわせて実施し、「次世

代の育成支援」を推進しているところであります。 

  また、昨年度に引き続き、消費税率引き上げに対する国の救済措置として、「臨時福祉給

付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」を実施いたします。 

  「臨時福祉給付金」につきましては、所得の低い方々に対して暫定的・臨時的な措置とし

て、6,000円を支給いたします。８月末に支給対象と思われる方に案内を送付いたしますの

で、12月１日までの受付期間内に申請されますようお願いいたします。 

  「子育て世帯臨時特例給付金」につきましては、平成27年６月分の児童手当の受給者が対

象であり、申請者の負担を減らすため、児童手当現況届の手続にあわせ、６月１日から９月

１日まで申請受け付けを実施しておりますので、御理解を願います。 

  去る４月４日に、チャンジーバンドのチャリティーコンサートが開催され、来場された皆

様から寄せられた御浄財３万9,201円を御寄付いただきました。心より御礼申し上げますと

ともに、有効に活用させていただきたいと存じます。 

  次に、健康づくり関係では、今年度の新規事業といたしまして、特定健診の受診率向上を

目的として、受診予定日に受診できなかった方等を対象に、個別健診が受けられるよう対策

を準備しております。 

  健康増進関係では、身近な健康づくりとしまして、今年度もヘルシーウオーキングを、既

に実施済みを含め６回計画しております。各種イベントにあわせたウオーキングや、好評を

得ている稲取ゴルフクラブのコースを利用した緑の早朝ウオーキングなど、地域の特色を生
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かした事業を予定しておりますので、多くの町民の参加をお願いいたしたいと思います。 

  国民健康保険関係では、平成30年度から都道府県単位の広域化などが盛り込まれた国民健

康保険法の改正が５月27日に参議院で可決され、成立をいたしました。今後、我が町の国保

会計も広域化に向けた視点に立ち、運営を行っていく所存であります。 

  また、国民健康保険税の収納率につきましては、若干ではありますが向上しております。

療養給付費等も横ばいという状況ですが、被保険者数の減などにより国保財源の確保が困難

な状況となっており、本議会において国民健康保険税率等の改正を上程させていただきます

ので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  介護関係では、介護予防教室を４月から順次開始しております。また、認知症サポーター

養成講座、安心見守りネットワークの勉強会、介護支援専門員を対象とした防災研修をそれ

ぞれ６月から８月にかけ予定しており、地域における見守り体制の充実を推進してまいりた

いと考えております。 

  次に、建設関係ですが、平成19年に整備着手した県道稲取港線の道路改良工事が、ようや

く８月末には完了いたします。この間、長期にわたって近隣住民の皆様や小中学校の児童生

徒には御不便をかけておりましたが、周辺の交通事情が大幅に改善し、日常生活の利便性向

上、また繁忙期における観光需要にも対応できるなど、稲取地区の活性化に大きく寄与して

いくものと確信しております。 

  また、国道135号における歩行者安全対策工事の一環として、稲取地区では稲取駅上の歩

道新設工事、また、白田地区では来宮神社周辺の歩道設置工事が昨年に引き続き実施されま

す。大川地区においては、懸案であったローソンヘの歩道の確保は、向井田橋に歩道を設置

することで計画が進んでおります。 

  次に、農林関係では、昨年より実施されております伊豆急ホールディングス株式会社の

「オリーブのパイロット事業」ですが、現在までに３名の農家の方やＪＡ伊豆太陽青壮年部

の試験圃場、静岡県伊豆農業センターの研究圃場が加わり、延べ１万6,000平方メートルの

圃場に862本のオリーブが栽培されております。平成28年までの試験栽培となりますが、新

たな農産物による特産化や耕作放棄地対策等、地域の課題克服へと発展できるよう願ってお

ります。 

  農業基盤の整備に関しましては、主に県営の中山間地域総合整備事業を中心に実施されて

おりますが、昨年度に事業着手された「片瀬集落道」が５月に完成し、既に供用開始されま

した。地域の長年にわたる課題が解消され、早期に成果が発揮されたものと思っております。 
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  また、稲取地区の市民農園は、県営で事業実施されております「日帰り型」の事業が本年

度に完了する予定です。来年４月のオープンに向けて、開設の準備を市民農園運営協議会を

中心に実施してまいります。 

  当町の事業となります「滞在型」の施設につきましては、10棟のラウベの整備計画が４月

に国の事業認定を受け現在実施設計を発注しているところであり、２カ年の継続事業として

実施してまいります。 

  ５月30日に奈良本けやき公園で、毎年「春」恒例の「里の朝市」を開催いたしました。18

店舗の出店があり、関係者を含め620名のお客様でにぎわいました。また、ホタルのイベン

トも５月23日から２週間、奈良本ほたるの会が熱川観光協会により開催されるなど、地域の

活性化が図られております。 

  次に、水産関連では、伊豆漁業協同組合稲取支所主催の「第36回水産祭り」が５月４日に

行われ、「稲取キンメ」を求め早朝より長蛇の列ができました。地域団体商標登録された

「稲取キンメ」のブランド力の向上によるものと思われます。本年度も引き続き地域ブラン

ドの情報発信や守り育てる漁業を支援してまいります。 

  次に、観光商工関係でありますが、５月21日から25日まで、伊豆半島の６市６町の首長に

よる二度目の台湾トップセールスに行ってまいりました。台北国際観光博覧会において首長

みずからが各市町の観光プレゼンテーションを行うとともに、台湾政府はもとより、台湾で

の日本の拠点となっている交流協会や観光関係団体の関係者との交流を深める中で、伊豆半

島が１つになって誘客に取り組むことの大切さを改めて確認いたしました。 

  今後も訪日インバウンドにつきましては、ＦＩＴ（いわゆる個人旅行化）などがさらに進

むであろうという点で、当町においても人口減少社会における成長戦略の目玉として、外国

人旅行者の目線に立った受け入れ態勢の強化を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、商工関係では、町内業者のさらなる振興を図るために、今年度も引き続き住宅リフ

ォーム振興事業により助成制度を実施する中で、裾野が広く経済波及効果が大きい住宅リフ

ォームの需要を喚起するとともに、地域経済の活性化につなげる考えであります。 

  さらに、来る６月23日には、町商工会主催による町内の大手旅館10社に就職を希望する学

生を対象にした「東伊豆温泉旅館合同企業ガイダンスｉｎ東京」が、東京都立産業貿易セン

ター浜松町館で開催されます。首都圏を中心とした学生（大学・短大・専門学校）に情報提

供することは、地元企業にとりましては幅広い人材を確保できる絶好の機会と捉え、若者の

積極的な採用をお願いし、町の活性化につなげていただきたいと大きな期待をいたしており
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ます。 

  次に、６月定例会までのイベント関係でありますが、１月20日から３月末まで開催された

「雛のつるし飾りまつり」は、前年に比べ11.0％増の９万5,031人の入館者数となりました。

「河津桜まつり」の開花状況がよかったこと、素盞鳴神社雛段飾りの来場者が大幅にふえた

ことによる相乗効果が得られたことで、３年ぶりに前年実績を上回る結果となりました。今

後も新たな魅力やにぎわいの創出に向けて、関係団体と連携強化を図ってまいりたいと考え

ております。 

  ３月15、16日の両日に行われました「伊豆大島復興応援東伊豆町民号」には、２日間で町

内の小学５、６年生80人を含め409人が、椿まつり日帰りツアーに参加いたしました。岡田

港では川島大島町長さんやあんこさんの歓迎の出迎えを受けるとともに、魅力に富んだジオ

パークの観察や雄大な景観を満喫することができました。友好関係にある大島町の一日も早

い完全復興を心から願うものであります。 

  次に、５月13日には、町のゴルフ連盟主催による「第49回町民ゴルフ大会」が稲取ゴルフ

クラブで開催され、若者から年配の方まで女性11名を含む142名の参加をいただき、町民相

互の交流と親睦を深めることができました。５月23、24日には、「グッディーズ・ダンス＆

ミュージック2015」が町営グランド特設会場で開催され、ヒップホップを中心に県内外で活

躍するプロと小中学生を含む一般ユニットが熱演し、来場者約1,500人を楽しませてくれま

した。今回で５回目を迎えるグッディーズは、昨年ＮＰＯ法人に認定され、町商工会青年部

を中心とする若者によるイベントとして東北復興支援のチャリティーも兼ねており、今後さ

まざまな分野での社会貢献活動に取り組まれることに大きな期待を寄せているところでござ

います。 

  また、６月３日、４日の両日は、稲取温泉「どんつく祭り」が開催されました。今年は50

周年の大きな節目を迎え、当町にゆかりのある烏羽一郎さんや、観光大使、永井裕子さんを

招いての歌謡ショーを初め、新たな御神体のお披露目、どん太鼓、花火大会など盛大に繰り

広げられ、多くの観光客の皆さんや近隣市町からの来場者でにぎわい、大いに楽しんでいた

だけたことと思います。なお、両日の宿泊客数は1,674人で、昨年に比べ10％余りのマイナ

スとなりました。団体客の減少が主な要因であり、今後取り組むべき課題と考えております。 

  次に、６月５日から大川竹ヶ沢公園で町観光協会主催による「第13回ホタル観賞の夕べ」

が開催されました。開催初日、二日で1,419名の来遊客が訪れ、初夏の風物詩として定着し

ており、神秘的な光の舞いを楽しんでいただけたことと思います。 



- 13 - 

 

  次に、消防関係ですが、28年４月１日からの「駿東伊豆消防組合」設立に向け、駿東伊豆

地区消防救急広域化協議会の構成７市町における27年第１回議会定例会において、駿東伊豆

消防組合への加入に係る規約について議会の議決が得られたことから、静岡県知事に許可申

請していたところ、４月14日許可されましたので御報告いたします。 

  現在、広域消防運営計画に基づいた条例・規約等の制定、通信指令センター、救急消防無

線デジタル化及び情報システム等の整備が順調に進んでいることを御報告いたします。 

  ４月４日、保健福祉センターにおいて消防団入団式が行われ、新入団員16名と再入団員８

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

躍できるよう期待するところであります。 

  消防団においては、６月７日、熱川中学校において水防訓練を行い、団体140名の参加に

より、器具置き場に保管する土のうの補修及び水防工法を確認し、水災害による知識技能の

向上に努めました。 

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

いて入学式が厳粛な中にも晴れやかに行われ、新年度がスタートいたしました。また、５月

23日に大川小学校と大川幼稚園で、６月６日には熱川小学校でそれぞれ運動会が行われまし

た。また、５月28日から29日には、稲取小学校の６年生41名が東京方面への修学旅行を実施

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

事に帰ってまいりました。 

  教育施設面では、東日本大震災の教訓から、災害時における安心・安全な避難場所の確保

を図ることを目的に、小中学校屋内運動場の天井等落下防止対策工事を実施いたします。小

学校については６月から９月まで、中学校につきましては10月から２月までが工事期間とな

ります。期間中、町民の皆様には大変御迷惑をお掛けいたしますが、御理解と御協力をお願

いいたします。 

  社会教育事業では、５月10日に熱川地区町民体育大会が熱川小学校グラウンドにて開催さ

れ、1,000人余の町民の参加をいただきました。当日は天候に恵まれた中で、活気あふれた

１日を過ごすことができました。 

  次に、水道事業関係ですが、３月議会で可決されました新水道料金が６月検針分より適用

となります。町民の皆様には「ハイキャット」、「検針時のお知らせ」、「広報ひがしい

ず」、「町ホームページ」により周知いたしておりますので、御理解をお願いいたします。 

  また、新たな水源を確保するため実施しております水源調査につきましては、３号井戸付
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近においてボーリングを実施し、揚水試験や水質分析などを行います。今後着手する試掘調

査におきましては、良質で豊富な地下水が取水されることを願っているところでございます。 

  生活の源である水道水を安心で安全に供給できるよう健全な水道事業の運営に努めてまい

りますので、町民の皆様の御理解と御協力をいただけますようお願い申し上げます。 

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

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

たしまして、行政諸般の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） ７番、飯田議員の第１問、町の将来人口についてを許します。 

  ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  ６月に入りまして梅雨入りの中、先ほど町長がお話をしていただきましたように、５日か

ら15日まで竹ヶ沢公園を会場といたしました椿鑑賞の夕べ、本当に多くの方に御協力、御支

援をいただきまして開催をすることができました。この場をおかりしまして厚く御礼を申し

上げたいなと思います。 

  13回を迎えたわけですけれども、10年を一くくりといいますか、今後開催等について大幅

な大きな検討、開催内容について見直しが必要になってくるのではないかなと、役員一同そ

んな感じでおります。ありがとうございました。 

  今回、２問を事前に通告をしてございます。一問一答にて御答弁のほうをお願いいたしま
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す。 

  １問目、町の将来人口について。 

  ３月31日現在の町の人口は１万3,144人となっておるわけですが、今後の人口推計につい

てを伺います。 

  １点目、今後推計する町の人口は。 

  ２点目、第５次総合計画において数値目標を設定した中で、進捗状況を具体化するという

ことが言われておりますが、現状は。 

  ３点目、定住促進についての施策はあるかどうかお伺いいたします。 

  以上、３点について御答弁をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 飯田議員の第１問、町の将来人口については、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、今後推計する町の人口はについてですが、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人としておりますが、静岡県の企画広報部統計利用課が平成25年

10月に推計いたしました「静岡県の将来人口の推計について」では、現況の1.54から1.57の

合計特殊出生率と、国立社会保障・人口問題研究所が設定した静岡県の社会移動率を係数と

した場合の将来人口推計結果は、2020年（平成32年）には１万2,200人、2025年（平成37

年）には１万1,200人、2030年（平成42年）には１万200人、2035年（平成47年）には9,200

人、2040年（平成52年）には8,300人となっております。 

  また、町が推計する将来人口につきましては、今後、町の「人口ビジョン」策定により検

討、推計していくこととなります。 

  次に、２点目の第５次総合計画において数値目標を設定した中で、推進状況評価を具体化

するとしているが、現状はについてですが、23年度に策定いたしました第５次総合計画は、

平成33年度を目標年次とし10年間を目標とするもので、基本構想、基本計画及び実施計画で

構成されております。 

  基本計画の目標年次は、平成24年度から28年度までの前期計画に定められた72件の数値目

標を設けており、うちアンケート調査による満足度35件、各課での目標値設定によるものが

37件あります。来年度は後期計画策定年度でありますので、数値目標を検証していく必要が

あります。 
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  次に、３点目の定住促進についての施策はについてですが、一昨年より、首都圏より移

住・定住の促進を図るため、Ｕ・Ｉ・Ｊターン促進事業を行っております。これは、首都圏

において、合同企業説明会などの事業を東伊豆町商工会へ委託するものであります。 

  また、東伊豆町における空き家等の有効活用を通じ、移住・定住促進による地域の活性化

を図るため、本年４月より「空き家バンク」事業を実施いたしました。 

  さらに、子宝祝い金などにより子育てを推進することで、定住促進を図りたいと考えてお

ります。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 町長、ありがとうございます。 

  今数字的なことも出てきて、見直しが図られなければならないなという数字が52年まで、

こう人口の推計等が出されたわけですけれども、やはり今まで町の推計を見ますと、ただ単

に、国・県の来る数字から推計をしているだけで、本当の町単独としての数字が出ておらな

いなというところを今感じたわけです。 

  この問題は、全国はもとより、同僚議員が一般質問をされているわけですけれども、この

中でも数字をちょっと挙げてみたいなと思うのは、世界の人口が72億6,000万人、そして日

本の人口が１億2,800万人、静岡県の人口が371万人、そして今申し上げたように東伊豆町の

人口が３月末現在で１万3,144人ということで、人口の数値が出ておるわけですけれども、

この数字について国は2060年を１億人程度に抑えるということで、数字も出ておるわけです

けれども、しかし、この数字が無理だなと。もう挙げて数字を１億人ということで言ってお

るわけですけれども、創成会議あたりでは、もうこの数字は無駄だよと。今の人口推計でい

くと無理だよと。 

  そんなことで、1923年、大正12年に日本改造法案大綱ということで出され、そして1941年、

昭和16年に人口政策確率要綱というものが出たわけです。そして産めや増やせで、私たちは

まだ生まれていませんでしたけれども、昭和22年生まれですから生まれていませんでしたけ

れども、本当にこう子供が生まれた、出生をしてくる。そして第２次世界大戦が始まったわ

けです。とんでもないことになったわけです。 

  それはそれとして、これから５年、10年、20年先、一番先ほど町長が答弁のほうでお話を

したように、やはり子育て支援、いろいろな施策がありますけれども、やはり若い若年層の

世代に聞いていただく。何を今若い世代が求めているか、そして今後どうしたらいいのかと
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いうことを考えていただく。 

  国は選挙権ということで、18歳以上の未成年の方にも選挙権を与えるよということで話が

出たわけですけれども、当然の話、投票率は下がります。親が投票に行かないのに何で子供

が行くんだと、そういうことになるわけです。 

  それはそれとして、やはり思うに、町として推計を出すのに、県の推計、国の推計ではな

いです。創成会議の推計ではないです。町として今後どういう推計をしていくかということ

をしっかりとこう全体で考えていただく、これが一番大切なことだと私は考えます。 

  続いて、次に、第５次総合計画、これについては以前私も質問をした経過があるわけです

けれども、評価、反省について町長言われて、５年をスパンに10年間を一応評価、反省をし

ていくよと、もう28年は後期の評価をしなければならないということであるわけですけれど

も、やはり今町長、アンケートという話も出ました。もしわかれば、このアンケートの内容、

数字等も含めた中でちょっと詳しくわかれば、わからなければいいです。後で報告でもいい

です。 

  23年に町長諮問して、24年に答申が出たわけです。内容を言いますと、23年３月31日のそ

のときの人口ですが、１万4,081人です。本年３月末で973人の人口が移動する、亡くなる方

を含めて973人が減少しているわけです。参考資料を見ますと、先ほどから言われている１

万3,000人、将来人口を掲げたわけです。そういうことの中で、この１万3,000人将来目標と

いうことで掲げたわけですけれども、この１万3,000人を掲げた前にもちょっと聞いた経過

はあると思うんですけれども、この１万3,000人を挙げた理由、どういう数字で挙げたのか、

それについてもお願いをしたいなと思います。 

  そして、次に、定住促進ということで、３点目の施策ですが、以前平成20年６月10日のま

ちづくり、今日も資料を引っ張り出してきたわけですけれども、議員の中にもこの委員会に

入られて、まちづくりの推進協議会に入られてしてきた経過があるわけですけれども、この

まちづくり協議会、結果について、まちづくり協議会会長、町長、太田長八ということで総

括がされ、この資料が残っているわけです。その中で、やはり幹事会、産業振興部会、住民

生活部会とある中で、そのときのキーワードが「新しい公共」ということで掲げてあるわけ

です。 

  まちづくり協議会解散後、この後町長よく聞いてくださいよ、解散後も町の取り組みにつ

いてフォローしてもらうために、定期的に３カ月に１回程度、協議会委員の皆様と意見交換

の場を設けるとされていますがということで、設けるよということでしていますけれども、
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この今の現状、そのまちづくりのこれをつくった協議会としての委員会としての現状、ここ

にありますよ、町長主体の中でいろんなことを掲げて、すばらしい御提案、協議がされてい

るわけです、内容を見ると。当時の資料として、古くなりましたから忘れておったわけです

けれども、これを見た内容で思います。 

  そしてこれをなぜ聞いたかと言いますと、この資料の中に定住促進、そして就農、やたら

いろんな形で働く形、そしてこの中にも出てきているんです。子育て環境、少子化対策が出

され、情報発信をしていこうよということで、大切なこの提案がされているんです。 

  そして、この中で一番大事なことは、もうふだんから議員の皆さんも言われておるんです

けれども、町の実施している事業が町民にうまく伝わっていないということを、この資料の

中で書いてあるんです。今現在もそうです。町民の皆様に聞くと、町は何をやっているんだ、

議員はおまえら何をやっているんだと。先般の議会の出陣式の日にも言われました。議員、

町と議会を往復しているような議員ならお前やめてしまえと、それまで私言われました。い

や、これ町長だけではないんです。職員だけではないんです。議員もしっかりとこの町の今

の状況を把握をする中で、人口推移、そして総合計画、そして定住促進についてもしっかり

としていかないと、まず置き去りにされる、取り残されると思います。 

  ちょっといろんな話に飛んでしまいましたけれども、町長、答弁をひとつよろしくお願い

いたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この人口問題、これはもう町だけの問題ではなく、飯田議員が言って

いる、国、県、町、そういうので、もう減少しているのが現状でございます。基本的には出

生率がもう２ということになることが、現状はいかない。できれば1.8ぐらい上げたいんだ

が、それも厳しいと。 

  そういう中で、2010年の一極集中型、そういう中で地方創生だの人口減少をとめていくよ

うなことを言っております。その中でやっぱりこれはもう町だけの問題ではなくて、日本の

問題、県、日本の問題、そういう中で考えていかなければ、１つの町だけで考えるとなれば、

とてもこの人口減少は歯どめはかけられないと考えております。 

  その中で、先ほど言った町の将来推計人口、これはやっぱりもととなるものがなければ当

然この推計はできませんので、当然そのもととなるものは、やっぱり国、県、そしてそうい

う中でこの町の推計をやっていくのが、そうするべきではないかと考えております。 

  この人口問題につきましては本当に町も真剣に考えますけれども、また今回そういう人口
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ビジョン策定検討をしています。そういう方たちも真剣に考えてやっているので、この東伊

豆町が未来永劫生き残っていくため、そういうことをまた真剣に考えていただいた中でやっ

ていきたい、そう考えております。 

  さらに、総合計画における１万3,000人がこの目標、これは基本的には総合計画というも

のには、一応今までの第４次までは人口は増加の傾向の中で将来目標を立てておりました。

第４次が第５次になって、今回初めて減少の人口にいたしました。基本的にはもうできるだ

けその数値にいきたいなという中で、１万3,000人でなるべく10年はいきたいなと、そうい

う希望的な目標、その中で１万3,000人という目標を立てたのが現状でございます。 

  その中で、今本当に減少、大変大きいです。それを何とか歯どめをかけたいと考えており

ますもので、その辺やっぱりいろんな面で、そういう中で将来人口総合計画における人口１

万3,000人はそういう方向で決めた。初めて総合計画の中で将来の人口目標減少でやったと

いうのが現状ということで、その１万3,000人、なるべくその減少の幅を低く抑えたい中で

１万3,000人と決めたのは、そういう中でございます。 

  次に、まちづくり協議会、本当にこれまことに申しわけございません。本当はその中で３

カ月に１回、そういうものを設けるよと。設けていないのが現状でございますけれども。 

  基本的には、１カ月に１回オープン町長室というものをやっております。これは協議会で

はありませんけれども、本当に有志の方が来た中で、基本的にはこの町を将来的にはどのよ

うにしようかと本当に真剣になって考えております。その中で、いろんな面で今飯田議員か

ら、その協議会も３カ月に１回、これまた再度ちょっと検討していきます。 

  今基本的には彼らたちが本当に真剣になって、この町を将来この東伊豆町をいかにしよう

かという中で、本当にオープン町長室を最終月曜日の４時から応接室でやっております。そ

の中で本当にこの東伊豆町をいかに今後活性化するかとか、本当に彼らがこの政治に興味に

持ってくれたということは、本当に町としても大変ありがたい。今までも言うように、なか

なか若い人も、40代、50代の人間ですけれども、そういうことは政治に無関心だったことが、

このオープン町長室を設けていると、この町に対する関心、その政治に対する関心、この東

伊豆町をどのようにしたらいいかということを言ってくれています。私もだからオープン町

長室を大変楽しみにしています。 

  この若い四、五十代の方々たちと意見交換会というのは大変ありがたい。そういうことを

本当は議会の方にもやっていただくと、本当に町は当局がやって、また議会の皆さんもそう

いうことをやっていただく。そうすれば、この町の活性化につながると思いますもので、今
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度はうちだけではなく、町だけではなく、議会の方たちもそういう調整法、懇談会みたいな

ものをやっていただければ大変ありがたいと思いますもので、その一つはよろしくお願いい

たしたいと。 

  その中で、よく議会の方から言われます。その中でいろいろ提案されます。その中で少し

でも予算化、少しのお金でやってみたいということを、町は積極的にやらせていただきます。

そういう中で、いろんな方から要望とかそういうことばかり聞いているから、町長はだめだ

と言いますけれども、やっぱり基本的には若い方がやりたいということは、多少の予算はつ

けてやってもそれをやらせるべきだと考えておりますもので、皆様はどう思うかと思います

けれども、そこはやらせてやる、１回は。でなければ政治に関心を持ちません。言葉だけで

やってもいざ実践しなければ、彼らはもう何だということになりますもので、町としては少

ない予算でそれでやってみろと言っております。そういう中で成功すればいいし、失敗すれ

ば失敗したで、その反省点もわかりますもので、できるだけそういう場を自分は大事にした

いと思いますもので、新議会が構成されたものでそういうようなことをやっていただければ、

よりよいまちづくりができると考えておりますもので、またよろしくお願いいたしたいと思

います。 

  そのまちづくり協議会につきましてはちょっと反省しておりますもので、本当にまたこれ

は再度ちょっと検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） アンケートの内容につきましては、ちょっと企画のほうから。もしわ

からなかったら、また後でお送りいたします。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） 今回行いますアンケートにつきましては、結婚、出産、子育

てについてという内容と、住みやすさや定住意識についてという内容、あと地域活動や協働

のまちづくりについて、町の情報について、町の災害対策について、町の将来像、町行政に

ついて、進路や就職について、あと自由回答というような形で34問の質問内容となっており

ます。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 今町長からいろいろ、それから課長からアンケートについてお話があ
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ったんですけれども、やはりこのまちづくり委員会ですか、これについてオープン町長室を

やっておると。しかし、これ町長、主に町民には何も伝わっていないです。わからないです。

職員にも伝わっておるのかな、その内容については。それは課長会議、そういうところでお

話がされるかと思いますけれども、やはり一部の人だけだと思うんです。 

  そして、町長は予算をつけるよという、これは大切です。一番大切なことは、それは無駄

遣いをするのではないです。一番大切なことは、若い者がこの町をどのようにしていくかと

いうことを考えたときに、ただ単にこの予算はまずいよ、いいよということではなくて、や

はりしっかりとしたこの定住促進も含めたこと、そして子育て支援そういうものについては、

町がしなくても国から来るんです。国の政策としてもお話をできていますから、町がしなく

ても国から来るんです。しかし、一番大事なのは、その若者がこのまちづくりをどうしてい

くかということを町長がオープン町長室の際に来たときに聞いていただき、そしてお金を使

っていただく、それは一番大切なことかと思います。 

  そこで、３回目の質問の中で、昨年出されて、この昨年の暮れに創成会議という中でいろ

んな形で予算づけをするよということで、全国各地に地方自治体にお金が落ちてきたわけで

す。そして新年度予算も組む中で、財政はこの創生についての要望を挙げて一部予算づけが

されなかったところがあり、委員会で報告があったわけですけれども、この減少問題につい

ては、こんな分厚い資料が「ストップ少子化・地方元気戦略」ということで、日本創成会議

人口減少問題検討部会ということで、こういう資料がもう既に出ておる。これも参考にして

まちづくりを進めていくかと思いますけれども、やはり何度も言っているように、この町と

しての独自の本当の人口推計をちゃんとしっかり持っていただく、そういうことでお願いを

したいと思います。 

  そんな中でも、この将来人口についてこう一番のある資料を見たときに、20歳から30歳の

女性、将来人口について2040年までの推計がこの創成会議の中で出ているわけです。しかし、

この若い女性、若いなんて言ったら失礼ですけれども、若年層の女性が減少していく中で、

出生率が上がったとしても、出生、生まれる数が増えるわけではないよと、そういう中で５

年間のおくれがあると、300万人の人口減少になるよということで書いてあるわけです。 

  町としてもそれについても推計をする中で、そういうこともちゃんと推計をされるかと思

いますけれども、そこで伺うわけですが、行政報告にも町長ありましたように、地方創生と

いうことで、今年度中に策定を町もするということで、国より人口ビジョン等との委託がさ

れたわけです。東伊豆町まち・ひと・しごと創生本部ということで会議が立ち上がり、いよ
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いよ町として本当に真価が問われる時期に来ておるのかなということですけれども、過去い

ろいろな事業が実施される中で、町長から諮問がされ、そして委員会が立ち上がり、そして

答申がされてくる。 

  いずれにしても、町長のほうにお願いしたいのは、やはり町の財政も大事です。財政、そ

してこれの維持管理をしていくのも大事ですけれども、ぜひこの人口推計をする中で、この

町のまちづくりをどのようにしていくのかなということが、同じようなことを言いますけれ

ども、一番大切なことではないかなと私は考えますので、ぜひ今後の人口推計を含めた中で、

このまちづくりを含めた中で、再度お伺いをしたいなと思います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に昨年からですか、2040年に消滅する自治体、本当にうちの町も

入ってしまう。そのときは本当にお先真っ暗というもう大変厳しい、どうやってやったらい

いかなと思いました。しかしながら、商工会の青年部が主催した修善寺ですか、やった講演

会にその増田先生が来た中で、あれは何もやらなかったらば2040年にそうなるけれども、二、

三年のうちに手を打てればそういうことにはなりませんよということを聞いて、大変そのと

きは希望を持ちました。やっぱり2040年に消滅する自治体にならないためには、やっぱりこ

の二、三年が大事なことを増田先生もはっきり言ってくれましたもので、当然そういう沿っ

た中で町はやっていかなければならない。 

  その中で、地方創生というものを国が出しました。やっぱり自治体独自の考えでやりなさ

い、またこの地域の特色を生かしたまちづくりをやりなさい、そういう中には国は助成をし

ていきますよということを言われておりますもので、私は再三再四会議で言っておりますの

は、この１年間が本当に東伊豆町にとっては大事ですということは、もう会議のたびに言っ

ております。と申しますのは、やっぱりこの１年間、そういうこの町を将来的にどのように

やるか、総合戦略、これが一番大事になってきますもので、それは真剣になってやっていき

たいと。 

  そういう中で、先ほど言ったように、創生本部的なものを立ち上げまして、あとはこれは

当然議会の方にも議会独自でやっていただきたいということも、国のほうからそういう文書

が行っておりますよね。だから、議会は議会で独自でやっていただいて、町は町をやる、そ

の中でまた一緒になった中で、じゃどうしようかと今後やっていくということを考えていま

す。議会の方も真剣になって本当に町のことを考えてやっていただいて、これはもう国のほ

うから文書が来ていますので、それはよろしくお願いいたしたいと。町は町で当然もうこの
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東伊豆町が将来的なこの内容のことは真剣になってこの１年間考えますもので、その辺も議

会のほうもよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） では、引き続きまして２問目の町長の政治姿勢についてを伺います。 

  27年度一般会計を52億1,800万円としてスタートした中で、国・県よりの交付金等の減額

があるのではないかと考えます。 

  １点目、依存財源を含む歳入の見直しはないのか。 

  ２点目、稲取地区防災センター及び市民農園等の新規事業及び継続事業の今後についてを

伺います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 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） 飯田議員の第２問、町長の政治姿勢については、２点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  １点目の依存財源等を含む歳入の見直しはないのかについてですが、国・県の補助金や交

付金、またその他の助成金等に変動が生じた場合の対応といたしまして、補助金額等を踏ま

えた上で、補助金等を有効活用できる範囲で事業を執行する観点から、事業内容や事業規模、

また計画年次等について検討再考を行っております。歳入につきましては、内示額や交付決

定額に応じて補正予算により調整をし、あわせて歳出につきましても、事業内容の検討結果

に応じて補正をさせていただいております。 

  本定例会におきましても、奈良本地区避難地整備事業に係る交付金の減額内示を受け、歳

入歳出を見直しした内容で補正予算を提案させていただいておりますので、御理解をお願い

いたします。 

  次に、２点目の稲取地区防災センター及び市民農園等の新規事業及び継続事業の今後につ

いてはどうかについてですが、１点目でお答えした奈良本地区避難地整備事業と同様に、既

に内示等を受けた市民農園整備事業などにつきましても、それぞれの事業内容や規模等につ
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いて検討をしておりますので、方針が固まり次第、順次補正をさせていただくことを予定し

ております。 

  稲取地区防災センターにつきましては、「災害に備えた安心・安全なまちづくり」として

平成28年度までの整備計画で国の採択を受け、平成25年度に設計を行い事業に着手している

ことは御存じのことと思います。 

  同計画に位置づけたほかの事業も含め、財政負担等を考慮しながら整備を進めているとこ

ろであり、当初の計画期間の終期までの整備は難しいと考えておりますので、次期５力年計

画として国に申請し、財政負担や国の動向を見据えながら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（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） ありがとうございます。 

  先ほど町長からお話もありましたように、26年度の出納閉鎖を行い、そして27年度の補正

予算案が今委員会で先般審議されたわけですけれども、昨年出された地域創生等に伴う緊急

支援交付金等反映されておるわけですが、これがいつまで続くかなということであるわけで

す。そして、昨日、安倍首相も新規交付金として新設をするよということで答弁がされてい

るようです。 

  それはそれとして、今回私はちょっとこの予算の関係について、過去の平成20年の資料と

27年度の予算の資料をちょっとこう引っ張り出してきました。なぜこれ引っ張り出してきた

かというのは、町長はいつも開口一番お金がないよと、何もないよということでお話をする

わけですけれども、27年度の当初予算一般会計ですけれども、そして20年度の一般会計予算、

ちょっとこう数字を挙げてみて確認をするわけですけれども、平成20年の一般会計予算が42

億7,500万円、本年27年が52億2,800万円。９億9,300万円の差があるわけです。予算が上が

っているんです。そして、町税をこう比較してみます。当時の町税として24億5,000万円、

57.3％の町税があるわけです。しかし、本年の町税、19億2,800万円、36.9％です。町税の

構成比率、20年が57.3％、本年は36.9％です。 

  そこで言うのは、やはり町長がよく言う交付金に頼らなければならないよということでこ

こ何年かお話をしておるわけです。それはやはり依存財源ですよね、町長。国・県の交付金

をいただかないと町はやっていけないよと、町税が上がらなければやっていけないよという

ことである中で、20年は依存財源が35.9％、本年27年は49.4％です。こんなに差があるんで
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す。依存財源に頼っているんです。それはそれとして、現状から見ると、それはしようがな

いかなと、町民も議員も私らも職員もそう思います。 

  しかし、その今度は歳出のほうになるわけです。歳出、職員数は少し減っているんですけ

れども、高額の給料をとられている方たちがずっと団塊の世代で変わってきている。人件費

は減ってきているんです。 

  しかし、それはそれとして、この経常的経費の中で一番歳出が多く出ているのは、扶助費

です。これが物すごいんです。数が半端ではないんです。料金もあれですけれども、20年が

6.4％、本年は8.7％、そして金額というと、27億5,000万円が20年、本年は４億5,300万円、

こんな数字が扶助費として、これは時代の流れでしようがないかなと思うわけですけれども。 

  その後の投資的経費です。一番の投資的経費。普通建設投資的経費の中で、当時のいろい

ろな工事、いろんな事業をする中で、7.0％の投資的経費をしている。しかし、この27年度

は11％の投資的経費をしているんです。お金がなくなるわけです。財政調整基金もなくなる

わけです。歳入の町税がこんなに９億9,300万円も減っている中で、本当に減ってきている

わけです。 

  やはりよく言うように、ない袖は振れないよということであるわけですけれども、町長、

やはりこう考えていろんなことで町の活性化に努めておる、いろんな事業をしなければ町が

疲弊してしまうよということで１期、２期やられてこられて、そして３期目に入って本当の

見せ場だなと、町長の真価が問われるなということであるわけですけれども、毎年予算がこ

うつけられ審査がされるわけですけれども、やはり１期、２期やっても、新年度予算、決算

書を見ても、ただ数字だけ見るだけで、本当の意味の中身は議員として把握ができないです。

本当はしたいなと思うのは、各担当委員会で事前にこの予算書の審査をして、委員会で審査

をして、そして各担当委員会へ上げて、予算書の中身を本当に職員から聞いてこれだという

ふうに、もう大体こう予算書、決算書もでき上がってきて、それを見て数字的なことを聞い

て、そして審査をするだけであって、本当にこう流れとしてすっと流れてしまう。本当の意

味の審査がされない、そういうところがあるわけですけれども、やはり町長言われるように、

町の財政が厳しい、大変厳しいところがあるんだと思うんです。交付金を使わなければやっ

ていけないよと。そして職員の皆さんは各担当課、本当に日々努力、そして要望を上げてい

く中で、本当に頭が下がります。本当に町民の一人として感謝をしたいです。 

  しかし、これから思うに、町長にお願いするのは、新規、継続にしても、形としてつくっ

たものは維持がかかるわけです。ここを今つくったときはいいんです。５年、10年後に必ず
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維持管理が出てくるんです。ですから、先ほどからいろいろな新規事業、継続事業について、

稲取防災センター等についても、５年ぐらいでちょっと話が変わってくるかなと思いますけ

れども、やはりやめるものは早く決断をしていただいて、そして新しい事業、あるいは継続

事業に、その資金にしても事業にしても運営をしていくということをしっかりと町長として

お願いをしたいなと思います。 

  そういうことで、ひとつ御答弁のほうをお願いするわけですけれども、やはり２点目の新

規事業ということで再度伺いますけれども、北川、片瀬地区防災センターが今まで建設をさ

れ管理が行われてきたわけですけれども、下田市については、ここ新しく庁舎を建てる場所

等についてもいろいろなことで新聞報道、あるいは協議がされておるわけですけれども、私

がちょっと聞きたいのは、これから伺う中で、奈良本地区の避難整備事業について先般全員

協議会の中でもお話があって、内容については把握をしました。２分の１が４分の１になる

よということで把握をしました。そして、新規の事業として稲取防災センター、これ何度も

言うように、やはり早目にだめなものはだめ、そしてやめていただくなら本当に早くやめて

いただく。 

  そして、市民農園の関係、ちょっと町長にもう一度お話をしたいのは、継続事業の中で市

民農園、これも先日見に行ってきました。場所を入り口等もちょっと狭い中で見てきました。

そして、委員の方たちも話をしました。 

  そして、これをひとつ継続をやっていく中で、ラウベ等新しく建てていく中で、先般稲取

高校の校長さんともお話をする中で、何のお話をしたかといいますと、稲取高校に元農業科、

水産科がある中で、校長、悪いけれども、園芸部か農業科をひとつつくってくれよと。何だ

よ、飯田さん、前にお話したじゃないか、何でですかと。こういうわけで市民農園ができる

よと。いいすばらしいものができるよと。稲高の園芸部あるいは農業科ができたときに、隣

の試験場を含めて、生徒がそこの市民農園の指導、あるいは管理、いろんな形で市民農園の

ほうに入るような形をとりたいから、ぜひこれを県に上げてくれよと言ったところが、校長

はちょっと２年待ってくれよと。今稲取高校が食育を含めたいろいろな形でやっております。

これが終わればではないですけれども、県のほうも見るかなと。 

  ですけれども、人口の減少に伴い、稲取高校の生徒数が減るわけです。３クラスあるとき

は副校長が２人、１クラスになると分校、これわかっているんです。そしてあと４年します

と100周年の事業がありますけれども、やはりそれに向けて何とかこの稲取高校を存続する

ために、やはりこの市民農園等も含めた中で、町長も国・県の中でこういうことがあるよと、
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稲取高校があり、市民農園をやる中で、事業も県の仕事です。ぜひそういうことも言葉とし

てぜひ上げていただく、私も個人的には上げさせていただきます。そういうことで、ぜひ支

援等も含めた中で御答弁をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 確かに予算は20年度が総額43億、27年度52億、私は絶対無駄遣いはし

ていないと、これは自信を持って言えます。と申しますのは、基本的にはこの年度、20年度

リーマンショックがありました。そして23年度は3.11、東日本大震災、これが一番大きかっ

たです。この3.11によって、この東伊豆町の町民をどのように守るか。どのように守るかと

いうと、ハード事業に力をかけました。北川、そして片瀬。すると、当然町民を守るために

は、これからのそういうハード的なものをやらなければいけません。 

  そういう中で、やっぱりこれだけ予算が膨れたということは、基本的にはそういうハード

のことをやった中でこれだけ、これをやらなければ、全然町民の－こういう3.11がなけれ

ば、こんな無駄遣いはしません。基本的には飯田議員が言ったように、このハードをつくる

ことになれば、その維持管理がでてきますもので、この維持管理は大変後々負担になってき

ますもので、自分としてはできるだけハードはつくりたくないと考えております。私がハー

ドをやったのは、基本的にはこういう公民館的な防災とあと幼稚園、ほかに何かやったかな。

自分の中ではそれ以外にはそう大きいものというのはやっていないです、はっきり言って。

防災に対するお金だけは、これは本当に使いました。 

  その中で、本当に今回の52億円、大変大きくなったからといって、町債に関しても起債に

対しましても、ほとんど防災です。それと臨時財政対策債２億、その臨財債がほとんど半分

です、町債の。だから、その中でやっぱりできるだけ無駄遣いはしない、そういう方向でや

っている中で、この予算が増えてきておる。それで、私が常々担当にも言っている、前総務

課長、うちのこの規模では四十二、三億円がちょうどですよということは、もう前々から言

っておりますので、これはやむにやまれぬこういう町民とかそういうものを守るために、あ

れが上がっていることだけ御理解していただきたいと思います。 

  さらに、今回初めてでまた後で出てきますけれども、今回予算編成している中で、本当今

回初めてでして、今までは新規事業を含めた中で大体予算的には５億オーバーしています。

そういう中で調整した中でやっております。今回本当に初めてです。新規事業を含めないで

５億。私は財政担当がそんなばかなことはないというようなことを言っていましても、現実

問題は、新規事業を含めないで５億、これは本当今年初めてです。 
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  その中で、今回いろんな事業があります。やっぱり扶助費からそういうものが上がってい

る、福祉関係が上がっている、これがもう現状でございます。これはやらなければならない

こと、やっぱりやらなければならないことはこれやらなければいけない。 

  その中で今回52億、相当な金額が出てきましたけれども、そういう中でまた新規事業の中

でやっぱり当初予定した熱川に関してはちょっと半分になったもので、その辺はやっぱり事

業量に応じた予算を組まなければ、当然この町はパンクしてしまいますもので、なるべく予

算内、そういう無駄なお金は使わない、そういう方向でやっていることだけは理解をしてい

ただきたいと思います。 

  その中で、やっぱり予算が組めないもので今回やむにやまれず補助金を切ったりというこ

ともしました。その辺はまた後の方が一般質問しておりますので、その辺は拾っていきたい

と思いますので、その辺は御理解を。 

  何しろ本当に予算的には、言ったように、町税におきましても本当に４億6,000万も５億

ぐらい減っています、町税に関しましては。その辺は交付金で半分ぐらい来ますけれども、

本当に町税の収入が５億減っているといったら、本当に大変この町は厳しくなっております

から、もう無駄遣いはしないで、本当に最低限の町民を守るためのそういう建物、それはや

っていきます。それ以外のことはできるだけもうやらない、そういう方向で考えております。 

  さらに、稲取の防災センターがでてきました。基本的にはやっぱり飯田議員の言っている

こともわかりますけれども、これあくまでも国のもの、お金を使っております。それだけこ

の５年間でまだどういう方向になりますかわかりませんけれども、当然それは国の関係があ

りますもので、それは５カ年の計画に入れておきます。この５年の中において、どのように

また社会情勢が変わってくるかわかりませんもので、今すぐ稲取防災をやめますということ

は言いません。言えば必ずもう国のほうから、この東伊豆町に対してペナルティーという言

い方はおかしいですけれども、そういうものの計算した中で、この５年間の中でどのように

やっていこうかまた考えていきたいと思います。だから、今すぐ稲取防災は中止、これは町

としては考えておりませんもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、市民農園の関係、これはやっぱり稲取高校との関係もあります。今後は稲取高校

と意思疎通を図った中でこれはやっていきたい、そう考えておりますので、御理解願いたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 
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（７番 飯田桂司君登壇） 

○７番（飯田桂司君） 町長、いろいろな形で3.11の東北震災等を含めた中で町税の減収とい

うことでお話があったわけですけれども、やはり１つの形として、過去いろいろな町長が行

政運営をされてきた中でいろんなことがあるわけです。 

  そこで、まず１点、１つ財政のほうに聞きたいのは、今の基金の状況、これをひとつお聞

きします。 

  基金については、過去私の質問した経過があるわけですけれども、当時の課長として、後

ろからですが、町長に対して、町長、10億だね、基金は。いや、10億じゃ足りないよと、そ

ういう話がされてきた経過があるわけです。 

  それはそれとして、やはり１つの形として、何度も私はお話をして、この基金をなぜここ

を大事にするかなということは、やはり過去の町長の中で、災害町長だとか、過去にそうい

うときがあったわけです。しかし、その当時はまだお金も基金もあったと思うんです。そし

てやはり経済的にも含めて観光客等も入る中で、いろんな形でこうよかったなと、そういう

ことでありますけれども、やはりひとつこれからゲリラ豪雨、台風も、地震は町長、いつ来

るかわからないよなんていうことを話をしておるようですけれども、やはり今日も朝のニュ

ースで見ますと、九州等が大変こう大雨等による災害等があるんです。これがいつ、あすか

あさってか、あるいは来月かわかりませんけれども、豪雨により災害がこう発生したときに、

大変な状況になる。国はすぐにはお金をくれません。町がお金を使い、基金を使い、そして

災害復旧していくと思うんです。ぜひそういうことも含めた中でまちづくりをしていくこと

をお願いをしまして、私の質問を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 財調、今現在は基本的には私が町長に就任したくらいの財調だと思い

ます。私が町長に就任してから再三言っております。この町はもう10億なければということ

は、もう国の方から言われております。それを目指してやっておりました。それで７億まで

いきました。そのおかげで今の状況だと私は考えています。ある程度４億ぐらい積んだおか

げで今の現状がある。これがある程度財調を考えないで当時の３億でやっていたら、今回予

算を組めませんでした。 

  そういう中で、やっぱり財調に関しましてはある程度無駄遣いをしない中で、やっぱり財

調はやっぱり再三再四言っている10億、大きければ大きいほどいいですから、これはもう無

駄遣いをしないで積んでいきたい、そういう心構えでございますので、その辺は御理解願い
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たい。 

  現状の財調につきましては、総務課長より答弁させます。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいまの財政調整基金の積み立ての関係ですが、26年

度末で約６億4,200万です。それが当初予算の時点で３億1,800万円の残になってございます。

この今回の３号補正後で３億900万、その平成26年度の決算剰余金を今後積む見込みでござ

いますので、その金額が１億8,400万ということで、それを全部総括いたしますと、４億

9,300万円の一応残という形になってございます。 

○議長（村木 脩君） 以上で７番、飯田議員の一般質問を終結します。 

  ここで11時10分まで休憩をします。 

 

休憩 午前１０時５３分 

 

再開 午前１１時０６分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（村木 脩君） 次に、12番、鈴木議員の第１問、水道事業基本経営計画についてを許

します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） おはようございます。 

  課長さんを初め職員の皆様方には、議長を務めさせていただきました２年間、円滑な議会

運営ができましたことを心より御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

  久しぶりの一般質問でございますから、よろしくお願いをしたいなと思っております。 

  通告は３問になっておりますが、答弁は各１問ずつお願いを申し上げます。 

  東伊豆町水道ビジョンの趣旨は、安心で安全な水道水の供給を事業の安定的経営を図るこ
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とを目的としておるわけでございます。その第６章に、将来の水道施設の配置目標といたし

まして、今後需要量の減少に伴い、水道の収益が減少していく中、健全に経営を行っていく

ためには、施設整備費を削減するとともに、動力の削減を行うことが必要であります。将来

の水道施設としては、現在の白田浄水場を廃止し、新たな水源を求めていくことが掲げられ

ております。また、私たち議員の平成26年６月の所管事務調査報告書にも、水源確保の見直

しが必要であるとの提言がされております。 

  そこで、第１問の質問を行います。水道事業基本経営計画について水道ビジョンは計画目

標年度を平成31年度としておりますが、進捗状況と水源調査についてをお伺いをいたします。

よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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） 鈴木議員の第１問、水道事業基本経営計画についてお答えいたします。 

  水道ビジョンは計画目標年度を平成31年度としているが、進捗状況と水源調査についてお

伺いするについてですが、新たな水源を確保するため、水道ビジョンに基づき、平成23年度

から水源調査を実施しております。平成23年度に奈良本地区、三井大林分譲地の東側及び西

側において電気探査を実施いたしましたが、取水可能水量は少ないとの調査結果でした。平

成24年度には、稲取地区細野高原において電気探査を行い、その調査結果に基づいて、平成

25年度に熊口水源南側を深さ300メートルまで掘削いたしましたが、地下水は発見されず大

変残念な結果となりました。 

  今年度の水源調査におきましては、３号井戸付近においてボーリング調査を行い、揚水試

験及び水質調査を実施する予定であります。 

  今後も水道ビジョンのとおり、水源の分散化を図っていきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁ありがとうございました。 

  町長の答弁内容はそのとおりであります。 

  私たちも今までの経過の中では理解しておるわけですけれども、ちょっと趣旨が外れるん

ですけれども、今日の水道料金の行政報告によると、６月の検針分から適用になりますとい

うのがあったわけなんですけれども、自分らの水道料を支払うその銀行の口座を見ますと、
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３月26日に引かれている金額と－これは質問ではないです。後で教えていただければまた

結構なんですけれども、５月26日に支払った金額の差が大体6,320円違うわけです。それを

見たときに、自分たちもこれは値上げされた金額としてびっくりしたなということもあるん

ですけれども、町長の今のこの行政報告書によると、もしかしたらうちの水道漏れているの

かなという、そちらのほうが大きいわけなんです。 

  ですから、もし６月の検針よりという言葉は、５月、６月分が７月に集金されるという私

は考え方をするんだけれども、これは後でまた答弁を求めるわけではないんですけれども、

参考資料として話していただければいいんですけれども、とにかくびっくりしたということ

はおわかりいただきたいなと思うわけです。これがまた料金改正をしない前だったら、さっ

き言ったように私の事故なんだけれども、もしこれが改正されてこういう金額の違いが出て

くるよといったら町民の方たちもびっくりするから、やはり行政報告書にもあったんだけれ

ども、やはり丁寧な親切に町民にわかっていただける値上げをしていく理由は僕たちもわか

っているんだけれども、こういう驚きのある事態にはやはり、私もハイキャットを見ていま

すから、職員の方たちが一生懸命町民の方たちに説明をしていただいておるということはわ

かっているわけです。でも、やはりもっとこれからもその必要性があったならば、そういう

説明を町民の方たちにしていただきたいなと思うわけなんですけれども。 

  自分たちも値上げをしていかなければならないというそういう条件、要するに値上げをし

なければならないというような要件だとか、今日今の町長の答弁の中にはちょっと入ってい

なかったんだけれども、これから水源を求めて、将来どういう形で今かかっている電気料の

削減だとかそういうことをしていきたいという、そういうことについては、議場以外のとき

で町長のほうからの情報がありますから、それを十分理解はしているわけです。 

  そういう中で、この原因を取り除くために、今はボーリングで新しい水源を求めているん

だよという形で私は理解しているわけなんですけれども、それを早く成功をさせていただい

て、さっきの答弁の中になかったんだけれども、高いところから低いところへ水を送る流水

式の高いところから低いところへ送ると、電気料は要らないじゃないですかと。そういう形

の中で将来にわたって町民の水道料の負担を少なくしていくんだという、ここら辺のポリシ

ーを私はもっとＰＲすべきだと思っているわけです。そこの点について町長答弁できますか。

よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 確かに言い方が悪かった。要するに、６月の検針というのは４、５の
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分が６月の検針になるもので、それはちょっとまた水道課のほうが説明いたしますけれども、

２カ月に１回ですから、４、５が一応６月の検針分になりますもので、それはまた課長のほ

うから説明いたさせます。 

  次です。基本運営、基本的には本当はそういう低いところから高いところへ行くといろん

な経費がかかりますもので、今回はビジョンでもお知らせしましたように、高いところから

低いほうへいって経費を抑えよう、そういう中で水源探査、これをやっているのが現状です。 

  先ほど言ったように、この維持管理、やっぱりいかにこれを削減するかという中で、今の

白田浄水場をやるよりも新たに水源を求めてやったほうが今後の維持管理にお金がかからな

いし、水道料金も上がらない、そういう中で水源探査をやっているのが現状でございます。 

  詳しいことは、10番議員がまた同じような質問をしております。その中で答弁させていた

だきますもので、基本的には、水源をやったら6,000万円ぐらいだったかな、そのぐらいの

水源探査をやったときに、今の白田浄水場をやれば、一応年間6,000万ぐらいの経費削減が

できるもので、町としてはやっぱり町民に負担をかけないためには、一応水源探査のほうを

引き続きやっていきたい、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（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長にさっき私も、これ３回目になるから、このことで答弁がなさ

れてもそれについて僕は質問ができないわけなんだけれども、自然流下式、今度探査してい

く、掘ろうという場所があるわけではないですか。そこの場所にもし水が出たら、それを利

用して流下式にする、切りかえるのに何年ぐらいかかるのかなというのをちょっと先に聞こ

うかなと思ったのを忘れてしまったんだけれども、後でまたそれはお願いします。 

  非常に長い時間、私は今度掘り当てたとしても、切りかえるのには１年や２年ではないと

思う。そういう点からいけば、早いところ成功してくださいよとお願いするというのが、私

は町民の人たちにも負担を軽くしていくという、将来にとっては大事なことではないのかな

と思うわけです。町長が言われたみたいに、今の白田の浄水場から上に上げてくるというこ

の電気料だけでも年間2,700万ぐらいかかると、そういう説明を受けているときもあるわけ

です。 

  だから、そういうものを考えてくると、じゃ端的に2,700万を10年かけたら２億7,000万じ

ゃないですか。じゃ２億7,000万かけて、水道が今の形の切りかえが全てうまくいったら、

それから先は2,700万かけなくていいわけでしょう。そういう点からいったら、やはり一日
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でも早くこの事業を成功させてもらいたいなと願うのは私１人ではないと思いますけれども。 

  水道の問題につきましては、いろいろな問題が山積みされているわけではないですか。白

田の浄水場の老朽化の対策問題、それにお金をかけて補強したとしても、どれぐらいの地震

が来たら崩壊してしまうのかと、そういう危険性もあるわけではないですか。ましてや、あ

の古くなった配水管の設置がえだとか。それで、そういう形の中で踏まえても、白田の水源

がパンクしたら、それぞれの地区には今後配水していく能力はなくなるわけではないですか。

そうすると、給水タンクで何年もやっていくという不便もかけなくてはならない。 

  そういう形から考えても、私はこの事業を早く成功させていただきたいと思っておるわけ

です。町長、日本のことわざの中には、失敗は成功のもとといういい言葉があるんです。だ

から、私は町長に頑張ってやってもらいたいなと思うんだけれども、今度悪いほうの言葉の

中に、一度あることは三度あるんだと、それで仏の顔も三度までだよという言葉もあるんで

す。 

  出てくれれば一番いいんだけれども、出なかったときの瑕疵担保なんかは業者に負わせる

のではなくて、そこを選んだ責任者、要するに首長であるべき町長がその瑕疵担保は負わな

ければならないということが出てくるのではないかなと私は思うんですけれども、そういう

点も踏まえて一日でも早くこの事業を成功させていただきたい、そういう気持ちで３問目終

わりますけれども、町長もしお言葉あればどうぞ。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この関係に関しましては、本当に鈴木議員の言ったように、もう一刻

も早く水源探査で出ることを願っております。 

  そういう中で残念ながら、平成23年度、熱川で出ると思ったところが電気探査でもう水が

少ないというのであきらめました。ましてや細野高原におきましては、本当にもう出るので

はないかとみんな期待いたしました。しかし、そういう中で残念な結果になったのが現状で

ございます。 

  その中で今度３号井戸を掘りますけれども、今回議会の方からも、地元、その掘った業者

が来たらどうかという中でやると言われて、そういう業者の意見を参考にしながらやります

もので、今度はそれを確率は高いかなという中で、完全に出るとは言い切れませんもので、

その辺は御理解願いたいと思います。 

  その瑕疵担保の問題でございます。これは本当に難しい、本当に水物でございまして、あ

るけれども出なかった、すると業者には責任を負えません。でも、町は首長も責任を負えと
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言いますけれども、これもなかなかその水物でございます。本当に間違いなくここは出るよ

と言えば、それは出なかったら責任とりますけれども、しかし業者に関しても、この辺は出

るかどうか100％は言えませんよという、そういう状況の中で、可能性が非常に高いという

中で水源探査をするもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  町といたしましても、一刻も早くこの水源探査の中で水が出て、町民の方に負担を少なく

させたい、そのような方向でございますので、御理解願いたいと。 

  工事期間につきましては、担当のほうから説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（木田尚宏君） 先ほど３月の下旬に引き落とされた分、こちらは12月中旬から２

月中旬まで使用した分、これが３月の下旬に引き落としになります。同じように、２月中旬

から４月中旬まで使いました分が５月の下旬に引き落としとなります。 

  新料金のものにつきましては、４月中旬から６月中旬まで使用したものが７月の下旬に引

き落としになります。 

  以上です。 

（「暫時休憩」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２２分 

 

再開 午前１１時２２分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  水道課長。 

○水道課長（木田尚宏君） 工事の期間ですが、まず27年度のものにつきましては、工事が２

月末日ぐらいまでを予定しております。それで、稲取地区におきましては、何本か井戸を掘

削しまして…… 

（「暫時休憩してください」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２２分 
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再開 午前１１時２３分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  水道課長。 

○水道課長（木田尚宏君） 施設が使えるまでですけれども、県の認可を得ないと水道水とし

て使えるような状況にはなりませんので、県の認可を得まして、水道水として使えるように

したいと思っております。 

  まず、期間としては、ある程度稲取地区の井戸とほかの地区の井戸、そういったもので井

戸で整備するには最低10年以上はかかるのではないかなと思っております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、伊豆縦貫自動車道の促進についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 第２問、伊豆縦貫自動車道の促進についてをお伺いをいたします。 

  １点目といたしまして、完成後は伊豆半島と東伊豆町の観光を初めとする町内経済振興に

効果がありますかをお伺いをいたします。 

  ２点目として、今まで陳情活動にどう協力をしておりましたかをお伺いをいたします。よ

ろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 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） 鈴木議員の第２問、伊豆縦貫自動車道の促進については、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点目の完成後は伊豆半島と東伊豆町の観光を初めとする町内経済振興に効果があるかに

ついてですが、全線開通しますと沼津インターチェンジから下田まで１時間程度で行くこと

ができ、観光シーズンにおける国道135号線など、沿線道路の渋滞緩和が解消されるととも

に、災害に弱い伊豆半島の国道の代替ルートとして、また物流の配送時間短縮や救急医療な

どの日常生活面でも多大な効果があるものと思います。 

  特に、観光では、関西・東海方面や、圏央道の開通による群馬や埼玉などの北関東からの
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来遊客、そして、富士山静岡空港を起点とした台湾や中国などからの外国人観光客の誘致等、

伊豆全体が一体となって誘客に取り組んでいく上での基軸になるものと期待いたしておりま

す。 

  今後も県や期成同盟会構成市町とともに、早期の全線開通及び当町へのアクセス道路の整

備について粘り強く要望してまいりますので、御理解をお願いいたします。 

  ２点目の今まで陳情活動にどう協力してきたかをお伺いするについてですが、陳情活動に

つきましては、年間５回程度、静岡県選出国会議員や自由民主党本部、国士交通省、財務省

に陳情活動を実施している中で、公務の関係で調整がつく範囲で参加いたしております。今

後も同盟会の陳情活動に積極的に参加していきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 私も町長が答弁したとおりだと思います。やはりこの縦貫道という

ものが、やはりこの伊豆半島の一番東海岸にある、東京に近いんだよと言われている東伊豆

町は、伊豆のつけ根のほうから見ると、すごい離れ小島に見えるわけです。今は第二東名が

開通して非常ににぎわっているわけなんですけれども、僕が議員にならせてもらったこの中

で、期成同盟にも私も参加させてもらったりしていたわけです。そういうときに、今の駿河

湾サービスエリアですか、第二東名の上りのほうに、あそこがここが予定地ですよと案内さ

れて見たときに、はるか向こう、天城山の向こうに我が町があるんだ、これをどういったよ

うにこの第二東名を利用する人たちを伊豆に取り込むのかなと。 

  あのころはもちろんいろんな政党がこうあったりしたんですけれども、伊豆縦貫道もまさ

かここまで早くにできてくるとは思わなかった。また、この2018年には例の天城北道路が一

番奥まで入るではないですか。それからの問題もまだあるんですけれども、そういうそのも

のを今こう考えたときに、本当にあのときに行ったときには、駿河湾環状道路がこんなに早

く利用できるということは私も考えていなかったもので、伊豆スカイラインの南進とか例の

中大見線を活用して何とか観光客を取り込もうよという、そういう考えもあったわけなんで

すけれども。 

  この伊豆縦貫自動車道のもたらす経済効果というのは、私ももちろん町長が言われたごと

くに、非常に伊豆半島にとっては利用価値があるのではないかなと、経済効果があるのでは

ないかなと思うわけです。 

  今度はちょっと伊豆縦貫道ではないんですけれども、圏央道ができて、私たちも東京都を
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通らないで栃木や群馬や福島へ行くときにはそちらをこう通っていけばすごく楽になったな

という気持ちがあるではないですか。同じように、向こうからも今度はこちらには来やすく

なるわけです。そのときに今の135号線を通ってきたときには、小田原、熱海、伊東という

この慢性的な渋滞をどうしていくかという議論がそこに絡んでくるわけです。そうなってく

ると、そうではないんだと、東名を通って天城の今度できる縦貫道を通って、河津を通って

どうですかというキャッチセールスにだって私は変わると思うんです。 

  だから、そういう点では、やはり自分たちももっと陳情には参加していきたいなと思って

おりますし、私も何度か町長とも一緒に陳情に行かせてもらっていますから、何も陳情に行

っていないなんていう、そういう気持ちで発言しているわけではありません。しかしながら、

場所だとか時間だとかいろんなことがありますから、そのときにも東伊豆町からは首長ほか

大どころが二、三名ぐらいの少人数で行くではないですか。 

  今、私の手元にはこの間の伊豆新聞の切り抜きの記事があるわけです。伊豆縦貫道早期完

成を要望するという、こういう中に、残念ながらこれにはどこの町も首長は参加しておりま

せん。しかしながら、そこには議員を初め、観光関係、工事関係ほかいろんな方たちが38人

参加しているわけです。残念ながら、東伊豆町は一人もここのところに、私を初めなんです

けれども、参加していなかったんです。そういうことに対して、東伊豆町ももっと努力して

いかなければいけないのではないかなと。自分たちの話です。首長さんの場合は、１つの流

れの中で行くんだけれども、僕らもやはりこういう活動には積極的に議員として責務を果た

していかなければいけないのではないかなと思っているわけなんですけれども。 

  これからのことなんですけれども、決して反対者ばかりではなくて、賛成者もいると思う

んです。できれば、少人数であろうとやはり議員たちも立ち上がって、こういう促進期成議

員団みたいな、名称は別なんですけれども、議員にひとつ話をしかけて、そういう集まりを

つくって、こういう陳情だとか要望なんかにも参加していきたいなと。土地の観光業者を初

めとして、関連する業者、そういう人たちだって、町の経済が潤えば自分たちのところにも

下請として話が来るよと、納入業者だって繁盛するよと、そういう話があるわけです。その

ポイントがやはり私は今の、もちろん先ほどの町長が台湾までキャッチセールスに出かけて

くれる、こういう苦労、それを身にするには、やはりこの伊豆縦貫道というものの早期実現

は求めていかなければならないと思うわけです。 

  この間も町長と一緒に河津・下田間の起工式にも出席させてもらったりしているわけです

から、それなりに伊豆の河津から下田にかけては、もう工事着工が始まるなという喜びはあ
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るんですけれども、414の天城から出口までのあのエリアはなかなか、計画としたらやるみ

たいですけれども、実現するまでには相当長い時間が必要ではないかなと思うわけです。だ

から、その間には例のループ橋あたりからトンネルを越えて、出口の今度できるインターチ

ェンジまでは拡幅を何とかしてもらいたい、そういうぐらいの陳情が私は必要だと思ってい

るわけです。それは実現する、しないというのではなくして、自分たちとしたら、天城のト

ンネルを掘って、本当の完全に伊豆縦貫道ができるまでの処置としても、そういう要望が私

は必要ではないかなと思っているわけです。ぜひそういう機会がありましたら私たちにも教

えてもらいたいし、一緒に町長も行動するようでしたらともに協力しますから、頑張ってい

きましょう。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この縦貫道を本当に早くできる、これは町だけではなくしてやっぱり

いろんな民間、さらに議員さんたちの力も大変大きいという感じは思っております。やっぱ

りその中で政権与党であります自民党、公明党さんのところの議員さんたちが陳情に行って

くれれば、本当予算もつけやすくなっておりますもので、また引き続きまたその辺を政権与

党、また、それでなくてもほかの議員さんたちもいいですから、何しろ一丸となってやっぱ

り行くことが大変大事ではないかと考えておりますもので、よろしくお願いいたしたいと思

います。 

  そういう中で、本当に確かに縦貫道ができて、河津・下田間もできて、あとは出口からそ

の天城関係、これやっと計画路線に入りました。これでやっと図面上では一本につながりま

した。今までは出口までとその天城間はもう空白になって、そこから天城から下田、要する

に今回計画路線に乗ったことでやっと伊豆縦貫道が１本の路線になったということで、これ

は大変な進歩ではないかと考えております。その中で一刻も早くやってもらいたい。最低15

年ぐらいかかるのではないかと、今の沼津の国道河川事務所長が計画になってから、アセス

とかいろんなことであれば、完全につながるのは早くても15年、そうではないかなというこ

とは聞いております。 

  その中で、今38人の関係者の方がいます。基本的にはこれは一部のあれなんですよね、基

本的にはうちの町も入っていないし、これは余り癒着はないですけれども、やっぱりその人

が賀茂郡１市５町など全体の中で言ってもらえば町もありがたいと思うんですけれども、そ

の38人は一部の市町の人ですから、その辺はまた議員の皆さん、これも議会のことですから

こちらからは言えませんもので、それはまた理解していただきたい。 
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  さらにもう一点、計画路線ができるまでのその拡幅、これは自分自身はなかなか厳しいの

ではないかと考えております。以前やっぱり隣町の方が、ちょっと道路が狭いから拡幅して

ほしいということで、ただ要望的なことを出したかどうかはわかりませんけれども、そのと

きに国のほうから言われたんです。何しろ一本にしてくれと言われたんです。やっぱり伊豆

縦貫道とやっぱりそこまで行く過程の中の拡幅、これはなかなか厳しいもので、要望するの

は一本にしてくれとはっきり言われましたもので、今の鈴木議員の気持ちはわかりますけれ

ども、やっぱり町としては早くその伊豆縦貫道ができること、これを願っておりますもので、

やっぱり二兎を追うということはなかなか国のほうも何だということに、何だという言い方

はおかしいけれども、ちょっとあれじゃない、何というか、町としてやっぱり伊豆縦貫道を

まずつくってもらう、これについて力を注いでいきたい、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（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長の今のお話の中にもあったんだけれども、この１市５町の首長

の要望活動と、私が言った議員の有志でこういう活動に参加していきたいよというのは、ち

ょっとごめんなさい、組織が違ってくるわけです。 

  だから、今の私の言葉の足りなさの中には、こういう要望活動をしていく、そこの中心的

な役割をするのがどこの市か町かと、そういうものを調べていけば、私たちのほうからそれ

に参加していくという、向こうから来てくれではなくて、私たちも参加するから一緒に連れ

ていってくださいよぐらいの気持ちで、私はこの東伊豆町の要望活動を活発化していきたい

なと思うわけです。 

  やはり私は自分の町をよくするためには、人の町を先によくしてあげればちゃんとこちら

に流れてくるんだよという、そういうボランティアとはいいませんけれども、やはり自分の

ことよりも周りの人を先によくしてあげれば、自分のところにこう返ってくるんだという、

そういう気持ちがあるわけです。 

  だから、今度の下田の道路が完成したら、ちょっと私の名称が違ったらごめんなさい、下

田の中の南伊豆との境ぐらいにインターができるような話を聞くわけです。それは向こうに

とってはすごくいいのではないかと思うわけですけれども、この間起工式があった、あの広

尾の下あたりの北の沢かな、あそこら辺から稲取までの所要時間というのは、非常に時間的

には15分か20分ぐらいで、バスでも20分ぐらいで来るわけです。この質問をするに当たって、
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自分が修善寺の駅から松川湖のところを通って何分ぐらいで来るのかなと、時間的には夕方

来たんですけれども、今、伊豆はちょっと不景気なのかもうほとんど渋滞なしで来て、大体

１時間40分ぐらいで稲取に入るから、バスでもそれぐらいの時間で今は天城を通るよりも楽

だから、そちらへ来るのではないのかなと思っているわけなんですけれども、今度伊豆縦貫

道が先ほど言ったみたいに、何ていうんですか、あそこら辺は出口ですか、あそこら辺、あ

のところまで来たときには、今度は天城を通って、信号がないから渋滞なしではないですか。

それで今度できる河津間の山の裏側にできる伊豆縦貫道ができたら、非常に沼津を経由して

のお客さんを取り込みやすいのではないかなと。先ほど町長が台湾まで行ってインバウンド

のお客さんを増やしたいよと、僕はそういうものの成果にもつながってくるような気がする

わけなんです。 

  ですから、これ答弁は要らないんですけれども、申しわけない、こういう団体的に要望す

るには、１人や２人ではなくて大勢で行ったほうがいいしというのが自分のポリシーですか

ら、できれば自分たちのほうから向こうに陳情活動のそういうスケジュールなんかをいただ

いて参加していきたいなと、これ、思っておる次第です。答弁は要らないです。いいじゃな

いですか、これ僕だけの話だから。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、これまた、１市５町で出ている県議会の先生なんです。

その先生が基本的には下田、南伊豆、松崎は行ったのかな、それで西伊豆とかうちの町に声

をかけない、これはいかがなものかなと自分は思っています。 

  その中で議員さんが言ったように、じゃ自分から積極的にその先生に会って今度は一緒に

行きますよと言えば、それはまたありがたいことです。だからその辺はまたそういう現状の

ようなふうに聞いておりますもので、その辺はまたうまくやっていただいて。やっぱり本当

に自分はこう陳情に行った中で、こんなに人が行っても意味があるのかなと思いますけれど

も……。基本的にはやっぱり陳情は数ということはやっぱり無駄ではないですから、この陳

情活動はやっぱり引き続きやっていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） それでは、次に、第３問、長寿者敬老祝い金についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 第３問といたしまして、長寿者敬老祝い金についてをお伺いいたし
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ます。 

  平成25年度、平成26年度には約800万計上されておりましたけれども、平成27年度の当初

予算には200万円しか計上されていないわけでございます。この減額された理由、また新し

いこの支給方法と、支給は現金なのか、今までと同じような商品券なのかをお伺いをいたし

ます。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 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） 鈴木議員の第３問、長寿者敬老祝い金についての平成25、26年度は約

800万円計上されているが、平成27年度当初予算には200万円しか計上されていない。減額さ

れた理由は、また新しい支給方法と支給は現金なのか商品券なのかをお伺いするについてで

すが、敬老祝い金の贈呈につきましては、廃止や縮減する市町が増える中で、当町では75歳

以上の方に対し１人当たり3,000円の贈呈を継続してまいりました。しかしながら、超高齢

化社会を迎えたことなどから、事業の継続について検討してまいりましたが、税収減による

財政の厳しさなどにより、本年度から節目の年齢を迎える方への贈呈と対象者を変更させて

いただいたものであります。 

  また、支給方法につきましては、本年度77歳及び88歳を迎える方にそれぞれ5,000円及び

１万円の「敬老祝い商品券」を贈呈し、今まで同様、地域経済の活性化を図ることといたし

ます。また、100歳を迎える方には10万円を贈呈いたします。対象者には引換券を郵送し、

敬老会会場、住民福祉課窓口、熱川支所及び熱川地区の公民館等での引きかえを行う従来の

方法と変わりはありませんので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○議長（村木 脩君） 町長の今の答弁はあれだよね、75歳以上の方たちに今まで3,000円ず

つ支給していたものがなくなりますよという、そういうことですよね。新しくそれぞれ喜寿

とあと米寿、100歳は白寿というんですかね、それを迎えた方宛てには、その節目だけに支

給しますよという、そういう話ではなかったのかなと思うんですけれども。 

  これも先ほどの飯田さんの質問にもあったんですけれども、決して私は町長が無駄遣いの

事業をしているとか町政運営をしているとかと思わないんだけれども、財源不足がこういう

形にあらわれたよというのが、今度の説明の趣旨ではないのかなと思っておるんですけれど
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も、お年寄りさんにとっては本当に楽しみがなくなってしまって申しわけないなというのも

私も思うわけです。私も議長をやっていましたから、特別予算審査委員会のほうの形には入

っていなかったんですけれども、この議会で議決されておりますからもとに戻しなさいよと

かという、そういう発言はする形は考えておりませんから、よろしくお願いします。 

  この長寿祝い金は太田町長になって初めて……その前からあったんですか。そうですか、

ありがとうございます。それを継続してきたという形ですかね。 

  今いろいろこう私たちも長い間議員をやらせていただきますと、本当に敬老会というもの

の見直しが来た時期があるのかなという気持ちもするわけです。今まで、高齢者の高齢化と

いうのは非常にまた言いにくい話なんですけれども、会場まで来てみたいなという人たちも

だんだん足が衰えたりしてこう見れなくなる、そういう事態が来ているような気がするわけ

です。参加したくても参加できないという。そこで、できれば今ハイキャットさんなんかが

収録してくれていますけれども、あれがこう生中継でその場の雰囲気をテレビを見ながら家

の中でも、自宅介護をされている方もいると思うし、元気なんだけれども会場まで行く、そ

ういう形の中の事故でも起きると困るからという、そういう人たちがいるわけです。そうい

う人たちのために、生中継でもしていただくとありがたいなという気持ちがあるわけなんで

すけれども、これはまた先の話として、協力を仰ぐか仰がないか、そういうことなんですけ

れども。 

  しかし、このような町長に言えば、今度は申しわけないけれども、耳の痛い話かもわから

ないんだけれども、こういう突然の見直し、こういうことについては、これをどういう点に

周知して、こういう形の中の改革論が出てきたのか。老人会の連合会だとか単独の老人会な

どの人たちに、町としてはこういう体制になるんですけれどもどうですかとか、そういうお

伺いをして、それをもとにしてこういう改革論が出てきたのか。その点についてお伺いしま

す。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、私どもも本当に断腸の思いでございます。まずは、基本的には

町の功労者、老人の皆様方、本当にこの東伊豆町に対して本当に功労してくれた人ですが、

この祝い金3,000円の見直し、自分のときにはもう絶対やりたくなかった。これは本当でご

ざいます。その中で何カ月も税収も減って、財源も大分厳しくなった。もう三、四年前から

財政を預かる者から、町長、これはもう町単ですからこれはもう切ってくださいともう何回

も言われて、もうそれをはねのけました。そうやって、私はこれだけは自分のポリシーとし
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て、もう3,000円はやってやりたい。 

  しかし、今回の当初予算でやるとき、もう何回も言っているように、新規事業をやらない

でも５億も、だってこれは本当に初めてでございます。その中で財政、財調ももう本当に４

億かそのぐらい、これを切らなければもう４億ぐらい崩してしまってもう２億ぐらい近くに

なってしまうもので、もう断腸の思いで今回申しわけなく切らせていただきました。 

  これは、まだ老人会等には周知しておりません。これから周知していきますけれども、も

うこの東伊豆町が生き残っていくためには、やっぱり町単のこういう稼がないという言い方

はおかしいけれども、やっぱり功労者に対してはお金をやってやりたいんだけれども、気持

ちはあるんだけれども、財政的に大分厳しくなってきたもので、今回は申しわけないですけ

れどもと謝るつもりでいますけれども、これは今後皆さん方に言っていくつもりでございま

す。 

  基本的にはやってももう予算的に本当に厳しかったときです。もう当初はこの3,000円は

切らないつもりでいました。その中で、財政を煮詰めて煮詰めていく中で、どうしてももう

お金が足りないよということを言われてきたもので、これ断腸の思いで、しようがない、こ

れで600万、3,000円、これを切ろうと言ったのがもう現状でございます。 

  だから、まだその辺のことは老人会に言っておりません。これはもう時間がなかった、さ

っき言ったように、これはもうトップの中でこういう姿勢をしなければ、東伊豆町これ大変

厳しくなるもので、これは断腸の思いで切らせてもらった。これは今後老人会の皆さん方に

は示唆していくつもりでございます。その辺御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長のその断腸の思いでこういう結果になったよという形について

は、私も本当に町長の今のお話というものがこうわかるわけなんですけれども、しかしなが

ら、多くの今までのお年寄りの楽しみがこういうふうに変わっていく。今のお年寄りは、意

外と敬老会に参加させてもらっても、非常にこう真面目で本当に肩が張るから、もっとリラ

ックスしなさいよと言っても、ぴしゃっとして聞くではないですか。ですから、決して、決

して、今度のこの3,000円の支給がなくなったとしても、口に出しては余り言ってこないと

思うんです。ですから、それだけでも僕はやはり町民の方たちにも今の町長の思いは伝えて

いただきたいと思うわけです。 
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  最後の言葉になりますけれども、本当に今度のこの町長の下した決断、これについては私

もちょっと残念だなというのが最後の言葉で、一般質問を終わらせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。どうも。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当にこれは鈴木議員、本当に断腸。基本的には当初は現年度、27年

度当初予算を決めるときに、さっきも言ったんですけれども、町長、これだけしかないと、

もっと切らないともうやっていけないという中で、やっぱりその中で町単をやってきました。

その中で本当に断腸の思いです。もう自分自身は本当にやっている限りは本当にやってやり

たい。東伊豆町の高齢者に対しましては、この金額はやってやりたいんだけれども、もう当

初予算の金額を決めるときに、どうしてももっと削ってくれと言われた中で、もうこれは断

腸の思いでこれを削るしかないかというようなことで、これは自分の判断です。その中で判

断でやったもので、これはまたこれから老人の皆さん方にこのことを順次説明して御理解を

求めていきたい、そう考えておりますもので、御理解願いたい。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で12番、鈴木議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時５１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

  午前に引き続き、一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員より、一般質問で掲示板を使用したいとの申し出があ

りましたので、これを許可します。 

  次に、10番、藤井議員の第１問、空き家対策についてを許します。 



- 46 - 

 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、通告をしておきました２問について、それぞれ一問一答

でお答えいただきたいと思います。 

  第１番目には、空き家バンクにつきまして、この対策についてお伺いしたいと思います。 

  この５月26日に空き家対策特別措置法というのが施行されたことは皆さん御承知かと思い

ます。我が町も人口の減少化、高齢化に伴ってかなり空き家も目立ってきたということでこ

の質問に至りました。 

  私は前年の９月にこの空き家に関しまして質問した経過がございます。空き家バンクをつ

くってはどうかというたしか提案だったかと思うんですけれども、その後国のほうで11月27

日に法律が成立しまして、それで施行されたのが先月の26日と、こういう経過をたどってい

るかと思います。 

  その関連でお尋ねしたいんですが、町内の空き家の把握はなされているかどうか。 

  それから、特定空き家ということで、今回は国のほうから各自治体のほうに非常に強い権

限を与えられているということで、その特定空き家というふうなことでこれはいろいろ命令

して、それに従わなければ撤去をすることもできるというようなところまで明らかになって

いるわけなんですが、それはどんなふうに町は、その基準とかそういう措置に関してどこま

でやるかということを考えているか。 

  それから、３番目としまして、アパートや別荘の空き状況、これに関してもあわせてお伺

いしておきたいなというふうに思います。 

  それから、冒頭申しました空き家バンクについて、町は27年からたしか実施するというふ

うな予定だということでございましたけれども、これは実施されているのかどうか、その辺

の進捗状況をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、空き家対策については、４点にわたる質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  １点目、町内の空き家の把握はについてですが、平成25年度に空き家の現状把握を目的に、

住宅地図をもとに別荘地を除く町内全域の戸建ての建物を調査いたしました。5,979戸を調
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査した結果、856戸の空き家が存在することが判明いたしました。 

  次に、２点目の特定空き家の基準と措置はについてですが、この法律において、「空家

等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって、居住、その他の使用がなされてい

ない状態であるもの及びその敷地を示し、その中で「特定空き家」とは、次の４種類の空き

家が対象となると定義されております。１つに、倒壊等著しく保安上危険な状態となってい

ること、２つに、衛生上有害な状況になっていること、３つに、著しく景観を損なっている

状態にあること、４つに、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている状態であること。 

  いずれにせよ、町が「特定空き家」として判断するには、公平でかつ客観的な判断基準を

もって特定する必要があり、問題の解決を代執行によって行う場合には、明確な運用基準を

定めておかなければならないなど、法律の運用にはさらに検討をしていかなければならない

と認識しております。 

  次に、３点目のアパートや別荘の空き状況調査についてですが、１点目で申し述べました

が、25年度の空き家調査では、別荘地を除く戸建ての建物を調査対象としましたので、アパ

ートや別荘については把握しておりません。 

  次に、４点目の空き家バンクの進捗状況はについてですが、空き家バンクにつきましては、

本年４月より実施しており、広報誌・回覧板・町のホームページ掲載・東伊豆有線テレビ

（ハイキャット）への告示や、固定資産税納付通知書へパンフレット封入、県や国などの移

住サイト掲載等で周知を図ったところです。 

  行政報告でも申し述べましたように、５月末現在11件の申請を受け付けし、随時立ち会い

を行い、４件を町のホームページにて紹介をしているところであります。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 25年度に町内の全域にわたってくまなく調べたと、これは大変に御

苦労な本当に労多かった作業かなと思います。その点に関しては本当に敬意を表したいと思

いますけれども、そのうちに五千三百何十件の中から町では856軒の空き家があるというお

答えだったかと思います。これ全国で見ますと820万軒の空き家があると、静岡県だけです

と27万軒というふうな数字が示されております。全国の空き家率といいますか、全家屋にお

ける空き家率というのが13.4％というふうな数字が発表されているんですけれども、我が町

がそれよりは少し多いのではないかなというふうに思うんですけれども、この辺のパーセン

テージももう一回ちょっと確認しておきたいなと思います。 
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  それと、これは必ずしも地方に空き家が多いということだけではなくて、むしろ東京とか

大阪とか、都会なんかのほうが意外と空き家率が高いというような傾向もあるようですので、

この辺も今後も注視して見ていかなければならないことかなというふうに思っております。 

  この空き家対策特別措置法の空き家の分類とかあるいは特定空き家の指定とか等々の中で、

この法律そのものの根本的なところが、その自治体の空き家、これを何とか活用したいと、

活用するべきだというふうな第１条にそういったこともございますので、我が町としてもこ

れをどんなふうに活用するのかというふうな観点で、やはり先ほど４点ほど示されたその危

険な空き家と景観に著しく影響を及ぼしている、悪影響のあるものと、それから有害ですね、

そこが動物やらそのほかいろんな犯罪やらに使われる可能性もあると、それから周辺の人た

ちにも影響を与えるというようなことであれば、これはその特定空き家というふうに指定し

まして、何らかの措置をとるんだということのわけです。 

  その場合には、これは私有財産の問題ですから、非常に難しい問題も多々あります。これ

をまず把握するには、１軒１軒やっていくのがもちろん非常に重要なことなんですが、町と

しては、また例えば固定資産税の税制面からもこれを補足したりすることができるのかどう

かと、そういうことも１つです。 

  それから、特定空き家も含めまして、先ほど町長は運用基準をこれは定めなければならな

いというふうにおっしゃいましたけれども、これから先もそういう事例に即して何らかの対

策をとっていくためには、今言ったように非常に重要な難しい問題もあるわけですから、こ

れから条例もつくる必要があるのかなというふうに思うんですけれども、全国ではもう400

を超える自治体で条例は現実にはつくっているわけです。それで今回さらにそれだけでは、

つくっている市、町、村でばらつきがあるということで、国のほうが一括してこういった法

律を制定したというような経過かと思います。 

  そういった意味で、運用基準に関して今後も国のこの法律とは別に、町が実際的な運用を

していくに当たっての何らかの条例といいますか、そういったものの制定というものは考え

ているのかどうかということについて承っておきたいと思います。 

  現在、その非常に危惧されている、これは危険だなと、あるいは景観的にもこれはまずい

なと思われるものについて、いわゆる特定空き家というふうなものも現在は把握されている

かどうか。その辺にはさっき856軒とおっしゃいました中に、もしあれでしたら特定空き家

というふうに町はそう考えられる物件なんかが含まれているかどうか、何軒ぐらい把握して

いるかということもちょっと伺っておきたいなというふうに思います。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今後空き家に対しまして、まず率ですけれども、ごめんなさい、856

割る5,979をやれば率が出てくると思いますもので、すみません。ただし、これは分譲地と

かそういうものを除いたところですが、実際はもっと多くなると思います。基本的には分譲

地の中の別荘はやっておりませんもので、これはあくまでも調査対象とした中でのあれです

から、大体十四、五％ですか、その辺ちょっと申し上げておくと、14.3％だそうです。ただ

し、これはあくまでも調査した中で別荘地などは含まれていない、これを認識していただき

たいと思います。 

  次に、この中に特定空き家がどのぐらいあるかという、これはまだ把握していません。こ

れから調査する段階で、まだそれは把握しておりません。 

  その中で、条例化は検討しておきますが、基本的には、これをやるには国から言われたよ

うにガイドラインは慎重な対応を求めている。ましてこの協議会は、市町村長、地域住民、

市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町

村長が必要と認める者をもって構成する、これ協議会を立ち上げた中で、これが実際問題特

定空き家になるかどうか、その辺までやらなければならないもので、まだ本当国からこうい

う特定空き家というものが来ましたもので、これから国・県の中でまたこういう協議会を立

ち上げていかなければならないですから、国の法律ができたからといって、すぐさまこれを

適用できるかとなると、ちょっと運用の面でいろいろなことの問題があるということを言い

ました。 

  その中で条例は言ったとおりでございますけれども、ほかには何か……。 

  以上でございます。 

（「これはなかなか難しい問題だということはわかりますけれども、逆

に言えば、非常にどこの全国の自治体にもある問題だと思うんですけ

れども……」の声あり） 

（「指名していないんじゃない」の声あり） 

（「指名しなかったかな」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 税制面に関しましても、このガイドラインを見ますと、一応この特定

の勧告を受けると、まず住宅特例のがありましたけれども、特例の対象外となっております。
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その中で、今のところはまだその住宅の特例はありませんけれども、この特定空き家となり

ますと、その特例が除外される、そういうことになっておりますので、御理解願います。 

  それで、今まだ特定空き家とかの制定をしておりませんもので、まだ税制上はありません。 

（「あと固定資産税からの補足」の声あり） 

（「固定資産税を把握できるかどうか。それとあと景観の問題」の声あ

り） 

○町長（太田長八君） だから、基本的にはその景観、いろんなこれから協議会を立ち上げた

中で、ごめんなさい、特定空き家としてやるもので、また景観上のこともちょっといろんな

面でまたその辺もちょっと把握は。ただ空き家というだけでの把握でありまして、景観とか

そういう中でのもろもろの計画をしておりません。 

  あと、固定資産につきましては担当から。 

○議長（村木 脩君） 税務課長。 

○税務課長（正木三郎君） 固定資産税上の問題ですけれども、固定資産税には住宅用地の特

例軽減が関連していまして、200平米以下６分の１軽減、200平米以上３分の１軽減、そうい

うものが係っております。基準を定めて協議会を開いて、もし特定空き家に認定されたとす

れば、１月１日現在において予算に反映させたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 税務課長。 

○税務課長（正木三郎君） 固定資産台帳からそういう空き家に関しての判別ができるかとい

う、いわゆる名寄せの面ですけれども、そういうものに関して把握はできないです。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） これはわかりましたが、固定資産税のほうからはちょっと把握でき

ないというようなことのようでございます。 

  また、運用基準、これに関しては協議会といいますか、そういったものをつくってからと

いうようなことで、今のところ条例は考えていないということでよろしいですね。 

  それで、これは特定空き家ではなくて、普通の空き家として空き家バンクのほうとして活

用したいと。登録して、それで町は直接かかわらないで、町の不動産屋さんですか、その方

とその借りたい人、あるいは買いたい人、その間に町は入るというだけだというような考え

方のようですけれども、それでよろしいですね。 
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  そうしますと、ただ町としては、どう考えてもこれは除却というふうな言葉が法律の中で

ありますけれども、これは何とかしたほうがいいなというようなことの空き家がなかなか何

というんですか、更地にならないと。 

  つまり、なぜそういうふうに空き家がずっと放置されるのかというふうな原因を考えます

と、これは今課長おっしゃったように、特定税制の優遇措置がなくて、逆に建物が建ってい

ると安くなる、更地にすると高くなると。それも今200平米以上というふうなその線引きが

あるようですけれども、更地にすると６倍ぐらいかかってしまうみたいな話ですよね。逆に

言うと、古い家をそのままにしておけば６分の１で済むみたいな話になるわけです。そうし

ますと、逆に誰もこれは手をつけようとしない、それでますます時間の経過もあり、固定資

産税からも捕捉できないというふうなことになりますと、これは増えていく傾向になるので

はないかと思うんです。 

  ですから、私はこのあたりでやはり町も独自に対応して、例えばリフォームするのに町が

補助金を出すとか、あるいはそういった税制上の今言ったような更地にするに当たって解体

とか何かするのに、これは補助金を出すとかというようなことも当然考えなくてはならない

のではないかと思うんです。 

  それとまたその際には、じゃよその土地の業者がやってもいいのかどうか、もっときめ細

かく、いや地元の業者に頼んだときだけそれはその補助を出すんだというようなことがやっ

ぱり図られないと、まずいのではないかと思うんです。その辺でこの空き家活用の支援制度

補助金、こういったものを考えていると思うんですけれども、つくった場合にも、もう少し

どんなふうな運用のされ方を考えているのか等々、今言ったようなことも含めて教えていた

だくと助かるんですけれども、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この空き家、まず特定空き家をやるには、やっぱり簡単には本

当に国ができたといって、すぐに町が動けないとか壇上で言ったように、この協議会を立ち

上げて、この建物が全員が一致した中でこれはもう特定空き家、まずそれを限定しなければ

いけません。そうやるには、やっぱり１年間とか結構かかると思うんです。そういう中でや

っていくことがあります。 

  さらには空き家に対しましては、やっぱり今壇上でも言いましたけれども、町のホームペ

ージはこういうやつで載せております。全ては別荘でございます。別荘の建物、ほとんどが

別荘の建物の中で全て売買、売りですよね、そういう中で当然町のほうもただ事例を紹介す
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るだけで、あとは不動産屋とこの建物の所有者がやるのは現状でございます。 

  今町でホームページがこれで行政報告では一応４件ですか……。４件と言いましたが、現

状では一応17件のやつがホームページに載せてあります。それがほとんどが別荘の売買でご

ざいます。売買に関しましては、この国の制度に関しましての制度は言いましたけれども、

町といたしましてもそういうことがあったら、国のほうの制度は少ないですから、それは町

としては多少上乗せしてやってもいいかなということは考えております。 

  さらに、今度は家賃、借り主の場合は、やっぱり国のほうの制度は一応またあります。一

応上限３万円、３カ月ですよとかありますけれども、この３カ月だととてもではないですか

ら、町はそれ以後のことも一応フォローしてやろうかとは考えております。まだそういう事

例が来ておりませんもので、そういう事例が来たらまた議会の皆さんに諮りますけれども、

一応町としてやっぱり手厚くやらなければ定住になりません。あくまでもこれは外の人がう

ちへ来るようなあれでございますから、そういう家賃の補助も一応頭の中に入っております。 

  国の制度に関しましては担当から説明いたさせますので、よろしくお願いいたしたいと思

います。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（向井青一君） 空き家に対する補助金の内容ですが、改修費用の補助金とい

たしまして、10万円以上の工事費20％補助をいたしまして、上限を20万円ということで設け

ております。改修につきましては町内の工事業者に限る。物件の取得の場合につきましては、

取得価格の３％以内、上限を30万円、あと物件、賃貸の場合ですが、家賃補助としまして２

分の１、上限を３万円ということで、３カ月を限度ということで補助金を設定しております。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、水道事業についてを許します。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、第２問の水道事業についてお尋ねいたします。 

  これは先般来私も何回も質問していることですし、また先ほど午前中の鈴木議員なんかも

同じような質問があったかと思いますけれども、これはまた非常に町民の関心が高いという

ことも一つ言えるのではないかと。また同時に、町のほうも頭が痛い非常に重要な問題であ

るということで、真剣に対策をとっている段階かなと思います。それだけに、私どももやは

り他人ごとでもないし、これは座視することもできないし、やはり疑問は疑問として出して、

あるいは提案もしていきたいと、こういった観点から今回も質問させていただきます。 
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  25％の料金値上げを行った水道事業は引き続き厳しい運営という。これを抜本的に改善す

る方策について、以下の点を伺います。 

  １つには、経費の削減、これに関しては先般来も聞いたことは聞いたんですが、まだその

ほかに追加でこんなことをやったよとか、まだできると思うとかというようなことがありま

したら、その辺も削減策に関してお尋ねします。 

  それから、新たな水源の確保をどう行うのかということも伺っておきたいと思います。 

  それから、全般的に水道ビジョン、この町の水道計画、これに関して、これは既に非常に

昭和４年の認可で平成７年に第５次拡張期と、そういった拡張計画を立案して、目標が平成

31年というふうなところなんですが、給水人口が１万8,000人を想定している。それから給

水量も２万8,100立方、１日の給水量をそのように想定した計画になっているわけです。 

  しかし、現在それと大幅に食い違ってきているので、これはそろそろ水道ビジョンという

ふうなものは見直さなければならないのではないかと、大きくどうするのかということを、

この数字を動かすというだけではなくて、全体の町の水道のビジョン、今後のあり方に関し

て策定し直さなければ進まないのではないかというふうに私は思っていますので、その辺に

関してお答えいただきたいなと。お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問、水道事業については、３点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  １点目の経費の削減策はについてですが、水道課では、遠方監視システムの導入や検針の

隔月化、検針業務の民間委託など事務の見直しを行い、それに伴う人件費などの削減を進め

てきました。現在、水道ビジョンに基づき進めている水源調査により、白田浄水場からの送

水分全てを高所に井戸などの水源で確保できれば、動力費、薬品費など約6,500万円の費用

削減効果があります。 

  また、藤井議員からの提案のありました特定規模の電気事業者からの電気の供給でありま

すが、水道課では高圧施設が７施設あり、電気料金に占める割合も９割近くになっておりま

す。特定規模電気事業者によりますと、水道施設の電気料金は契約電力に対して電気使用量

が多いため、現状より割高になるとのことですので、御理解いただきたいと思います。 

  次に、２点目の新たな水源の確保をどう行うかについてですが、今年度の水源調査におき
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ましては、先ほど鈴木議員へも答弁いたしましたが、今後も水道料金等審議会からの答申内

容のとおり、稲取地区より順次水源探査を実施し、自然流下で送水できるよう３号井戸付近

の高所に井戸を整備していく方針でございます。 

  次、３点目の水道ビジョンの見直しが必要ではについてですが、水道ビジョンにおきまし

ては水源の分散化を図り、災害時の断水区域の最小化や水道施設の維持管理費及び動力費な

どの削減を図ることが可能となりますので、今までどおり基本計画に基づき水源調査を実施

してまいりたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） これは引き続き、前回の議場のときにも質問して、料金値上げとい

うのも私も疑問を呈した経過がございますけれども、決まったことに関してはそれはそのと

おりで実行されるわけで、健全な安定した水の供給ということで行っていただきたいなとい

うふうに思っております。 

  ただ、私は今、削減策もるるおっしゃいましたけれども、１つ漏れたのはインターネット

公売、不要財産のそれなんかもやったのかということは言いましたけれども、例が百山荘の

跡地でしたけれども、これはもう安く売ることはできないなんていうふうなことを言ってい

ましたけれども、そんなことはないと思うんです。これは不要財産として塩漬けしておくよ

りは、やはりインターネット公売等を使って処分すべきであるということも、また削減策の

一つとして、今いろいろ人件費削減等々の中にもまた加えていっていただきたいなというふ

うに思っています。 

  と同時に、料金値上げに至ったということは、いろんな削減策は真剣にやったと、しかし

それにももう限界があったということで今回値上げに至ったと思うんです。その辺はわから

ないわけではないです。 

  この先、本当に水道料金の健全な運営というのは、もうそういう個々の小さな経費削減で

はもう合わないところまで来ているのではないかと思うんです。かといって、白田の浄水場

はこれもかなり老朽化しているということをみんな心配しているわけで、地震等々があった

らどうするんだと。また、町長がおっしゃるように、そこからのポンプアップ、これは非常

に6,500万もかかるので、もしこれがポンプアップしなければそれだけ経費が削減できるん

だということで、非常にこの何というんですか、小さな小手先の改革では追いつかないよう

なところまで来ているというふうに思うわけです。 
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  その中で、自然流下式にするというときに、私はこれは諸手を上げて賛成しました。それ

は水は高いところから低いところへ流れるんですから、低いところの水をわざわざ上げて、

これをいいように通したのでは当然経費もかかるし、いろんなロスが出るし、災害時におい

ても危ないしということで賛成した経過がございます。今もその気持ちは変わらないです。 

  ただ、この水道ビジョン、これは町から示されたビジョンなんですけれども、平成21年版

なんですよね。それからもう６年もたっているわけですけれども、とりあえずこれなんかが

今町の水道に対する考え方、いろいろ載っているので見ますと、それから何度も説明されて

いるように、自然流下方式というのは、稲取のほうではこれは３号井とか、それから熊口水

源とか、その中から稲取の町なかに引っ張ってくると。それから、熱川のほうでは、これは

奈良本地区となっていますが、仮称で片倉水源というふうになっているわけです。それから

大川は大川の浄水場、それから白田浜から白田の地区というふうに、こんなふうに大ざっぱ

に図解してあるわけです。これが１つビジョンとして、最終的な給水システムで白田の浄水

場を廃止したいんだということがビジョンかと思います。 

  ところで、この次のページにあります、その片倉水源の探査に関しまして、これはちょっ

とここには水が出ませんよと言われたという経過があるわけで、そうしますと、これはもう

このビジョンそのものがいわば破綻してしまっているのではないかと思うんです。つまり、

稲取は稲取の水源を求める、奈良本地区は奈良本地区で水源を求める、それで白田の浄水場

から引っ張ることはやめるんだというふうに言っているのに、片方のほうは水は出ませんよ

と言われたわけですから、もう既にこの時点で、この水道ビジョンというのはいわば破綻し

ているのではないか、見直さなければならないというふうに私は思うわけです。 

  それから、先ほど言ったように、数字をちょっと出しましたけれども、非常に給水人口も

現実的ではない。むしろ小さくしなくてはならないのに、非常にその１万8,000人の給水人

口、それから１日２万8,100立方、現実には今年の予算で見るように7,404ですか、２万

8,000の給水能力のあるところに必要なものは7,404立方だということであれば、いわば４分

の１のキャパシティーで済むわけです。ですから、そういう意味では、このビジョンそのも

のが人口減少やらいろんなその水が出ないというふうに言われたという中で、変えなければ

ならないところに来ているのかなというふうに思うわけです。 

  その中で、ただまだこれは計画は実行中で、いわばその稲取のほうも１回はやったけれど

もだめだったと、熊口のほうはだめだったということで、これから今年度の予算では３号井

周辺をやるんだということのようでございます。 



- 56 - 

 

  わかりにくいので、まず稲取の水源のほうからちょっと質問をさせていただきますけれど

も、白田からこう新稲取配水池ですか、そこまで持ってきている立米数が3,500とか4,000と

いうふうな数字なものですから、それだけ持ってきても、ざっと計算しても2,500万、ある

いは2,700万ぐらいの経費削減になる。これは電気代とか薬品代とかなるというふうにおっ

しゃっているわけで、そうしますと、そういうことは早急にやってもらいたいわけですけれ

ども、現実的には熊口水源でやったものが失敗し、今年３号井近辺でやるんだと。 

  その２カ所候補地がある、このＡとＢであるというんですが、そうしますと、あと３号井

も含めますと３カ所になるのかなというふうに思うんですけれども、この技術的なことはち

ょっとわからないところもありますけれども、３号井が現在1,300トン、立米ですね、出て

いる。その中で、今あと２カ所その周辺に掘ると言っているわけですけれども、これはそう

しますと、素人考えで、井戸のすぐそばに井戸を掘って大丈夫かなというふうな懸念が１つ

あります。それで１カ所掘るのか２カ所掘るのか。それから、文字どおり技術的なことです

が、何メートルからの深さに掘っていくのかというようなことで、これは３号井の周辺の今

後の新たな展開を待ちたいと思うんですけれども。 

  それで、今般これはちょっと先ほどの鈴木議員のあれではないですけれども、失敗は成功

のもとであるということなんですが、熊口水源のところでの水源探査は、ここは出るという

ふうに、電気探査でやって出ますよというふうに言ったものですからボーリング調査までい

ったわけですよね。24年度の調査で1,228万かけて、今言っているのは電気探査ですよ、か

けて出ますよと、それで自分たちもおっ、いいのではないかというふうに思ったわけですけ

れども、実際上は出なかったと。 

  そのボーリング調査が行われたわけですけれども、これは再三聞きましたら300メートル

掘ったということなんですが、ちょっと私ども町民の一人としては、何で300メートルでス

トップしたんだろうかなというようなことが１つあるわけです。というのは、それの金額が

4,095万円かかっているわけですよね。ですから、4,095万かかって300メートル掘って出ま

せんでしたと。しかもそのさっき言ったように、1,228万かけて、ここは出ますよと業者が

言ったわけですから、みんな色めき立ってこれはいいのではないかと思った。それが今言っ

たようにだめだったと。 

  それについても町長、やっぱりこれだけのお金をかけて、奈良本の水源探査も入れると、

これどうですか。7,590万の金額がかかっているわけです。それで出ませんでしたと言われ

ても、町民はうーん、本当かね、何だったんだろうね、ちょっと高い会社だったねというよ
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うな気がするわけですけれども。町長、それを前回聞いたときに失敗と思わないとおっしゃ

っているんですが、やはりこれは明らかに失敗というふうに認めて、失敗は成功のもととさ

っきの議員さんの言葉どおり、１回これはなぜ失敗したのか、それからこういうふうにしな

いためには今度慎重にやらなければならないのではないかとか、別の方法を考えなくてはな

らないのではないかというふうに思うわけです。その辺でちょっとした総括をお願いしたい

なと思っています。ちょっと技術的なところに立ち入りますけれども、よろしくお願いした

いと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） ３号井におきましても、もう全協で十分私は説明したと思っておりま

す。 

  藤井議員もその席にいましたもので、この３号井に関しましては、まず熱川、細野高原、

このある程度の失敗で出なかったことを反省を踏まえた中でやっております。その中で、議

会の多くはこのところのやった業者の意見を聞いたりして、またそこに業者も入れた中で施

工したらどうかということを今やっております。 

  その施工業者に関しても、ここは100％とは言いませんけれども、ある程度水が出るのは

わかりますよと、出るのではないかということは聞いております。これはもう地中の下のこ

とですから、全て100％まず間違いないですということは言えません。熱川におきましても、

電気探査でやった中で、ここにはもう水がないから出ないという中で、これは掘削工事をし

ませんでした。 

  細野高原におきましては、電気探査をやった中で、ここではある程度水がある可能性があ

りますよということなので、町も期待いたしまして、議会も期待いたしました。その中で

300メートル掘りました。しかし、業者に言わせますと、この300メートルをもっと掘っても

これは変わりありませんよという中で、300メートルでやめたのが現状でございます。これ

で400メートル掘れば水が出ますよとなれば、これはやります。しかしながら、業者のほう

が、もう300メートルやった段階で、これ以上掘ってもここはもう水が出ません、出る可能

性が少ないですということの中で300メートルで打ち切った、こんな状況でございます。 

  さらにこの３号井に関しましては、今Ａ、Ｂとありますけれども、１カ所でございます。

ＡかＢどちらかでございます。その中の全協で言いましたように、この帯が違いますもので、

３号井のところの水の通るところとＡ、Ｂの通るところの水も違います。破砕帯ということ

も言いました。それはもう全協で十分説明したもので、その辺はもう議員の皆さんもわかっ
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ていると思います。 

  そういう中で、今度３号井付近の掘削、これは３号井を掘った業者にちゃんと聞いており

ますもので、町としてもある程度水が出るのではないですかということを聞いておってやり

ます。それから、基本的には一応やっぱり300メートルが１つのあれらしくて、一応300メー

トルぐらいの中で一応やっておきます。その中でいろいろこの議会のほうがじゃ200メート

ルで出たらどうかと、そういうことを加味した中でこれは契約をしていきたいと考えており

ます。 

  だから、前回言った、その出なかった場合の瑕疵の問題、これはちょっと相手業者に言わ

れませんもので、これは契約には書くことはできませんけれども、一応町がある程度納得が

できるような契約でやっていきたい、そう考えております。 

  それで水道ビジョンですけれども、基本的には平成27年度は一応10カ年の計画だった。確

かに人口とかそういうのはちょっと直しは必要かと思います。基本的な考えといたしまして、

やっぱり水を掘った中でやってきて、そういう考えでございます。それで片や熱川地区にお

きましても出なかった、これは確かでございますけれども、熱川は奈良本でございます。水

があるのはわかっておりますもので、もしできれば、そういう水が出ているところから多少

水を買ってもいいかなとか自分は考えておりますもので、基本的にはあくまでも各地区に水

源を求めた中で、後々の維持管理を軽減する方法で町は水道事業を運営していきたい、そう

いう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 大変参考になるお答えなんですけれども、私もそれなりに調べて、

いろいろ歩いたりもしてまいったんですけれども、なかなかまたそうなりますと余計わから

ないなと思うようなことも出ますので、これは失礼にならない程度に私も伺いますので、そ

の真剣さに免じてひとつお答えいただきたいと思うんですけれども。 

  これ単純にいいますと、300メートルで何でとめたのかというのが疑問だったわけです。

その熊口水源のボーリングの話です。それは、大体常識的に標高の高さで違ってくるという

わけです。これは先輩議員で井戸に詳しい方もいるんですけれども、それを伺ったところ、

大体標高の高さぐらいまで掘らないとだめなんだよと言っておりますので、そうしますと、

この前のときも標高何メートルというふうに聞いた経過があるんですけれども、あそこはた
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しか熊口水源のボーリング調査をやったところは480メートルでしたか、483とか、たしかそ

の辺の数字、標高の高さだったというふうに記憶しているんですが、そこまで掘ればひょっ

としたら出る可能性はなかったのかというのが１つあるわけです。そのいわゆる標高の高さ

まで掘るんだよと言われて。 

  だから逆に標高が低いところは、例えば白田の町なんかですと、これ温泉も一緒らしいん

ですけれども、いわばその山の圧力というんですかね、非常に低いところだと、両方の山の

囲まれたような地域は、意外と低い位置でも温泉が出るよということを伺ったこともありま

すので。 

  そうしますと、あそこの熊口の場合ですと、480メートルぐらいあったわけですから、あ

と180メートルぐらい掘れなかったのかなとか、自分たちもいただいた資料の中で、ここか

ら先に水が出ますよなんていう滞水帯というんですか、そういったものをいただいたりしま

したし、期待していたわけなんです。それが残念ながら出なかったと。 

  これは誰のせいでもないし、そこでやめたということなんですけれども、それが単純にな

ぜそこで385メートルまで掘らなかったのかというのが１つの疑問と同時に、今進めようと

しているのが、３号井のほうに両地点を進めようとしているわけです。ここは確実にあるこ

とが見込まれると。１カ所ということはわかりました。Ａ、Ｂだけれどもどちらかやるんだ

と。それでこれは破砕帯が違うので、井戸の深さとか性質とかずっとこう並べていますね、

ここずっと破砕帯が緑の線と赤い線と３本ぐらい並んでいるので、水の出る層というのがあ

るのではないかと思うんですが、各アニマルキングダムさんとか幾つかのその事業所さんな

んかの井戸もそこに並んでいるわけで、これはそういうところがあるのかなというふうに、

そのことはわかります。 

  ３号井が確実に出るということがわかっていたとすれば、逆に、熊口水源よりも先にここ

のところを掘るべきではなかったのかなという気が一方ではするわけです。それは私どもの

思いですけれども、それでだめだったら、今度そちらちょっと奥のほうといいますか、遠い

ところというか、そこだとどうだろうという話になるのではないかと思うけれども、そうし

ないと町の水道会計の赤字がますます膨らんでしまうということで、私は３号井のほうが確

実に出るということがわかっていたということであれば、優先順位からいうと、そちらが先

だったのではないかというのが私の思いです。 

  その辺をお答えいただきたいのと、それからもう一つ、今度奈良本のほうにちょっと考え

を移していただきまして、質問をさせていただきまして、先ほど町長も奈良本のほうの水源
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探査をやったけれども、これは電気探査で出なかったと。別荘地の三井大林別荘地の1,200

メートル、900メートル東と西のところを探査してもらったけれども、水はなかったという

お話でございました。非常に残念なんですけれども。 

  そうしますと、この水道ビジョンそのものがいわば片倉橋から引くんだと、奈良本の人た

ちは、じゃどうするんだという問題になるわけで、新たに水源探査をするのか、それとも別

なことを考えるのかというふうにしないとつじつまが合わないわけです。出なかったと言わ

れて、こちらは相変わらず白田からの取水になるのかということになるわけですから、この

水道ビジョン自体がもう破綻してしまうということで、これは町も考えてはいると思うんで

すけれども。 

  そこで私はお伺いしたいんですが、町長、これは町長の家のすぐそばにこういった建物が

建っているのは御存じですか。これは株式会社なんですけれども、熱川取水地と書いてある

わけです。これは全景なんですが、かなり大きな施設です。町長もお家が近いということで

御存じだったと思うし、当然これらは町のほうに申請が来ていると思うんです。これは非常

に新しいです。 

  それで、私はこの会社の責任者に会って、いろいろ伺ってきました。とりあえず１分間に

100リットル出るそうです。そうしますと、どうですか、それ掛ける60で、１時間掛ける24

で１日の日量になると思うんですけれども、14万4,000リットル、立方にすると144立方メー

トル、あるいはトンが出るというふうに言っているわけです、この社長でしょうか、責任者

の方が。これはよそから来て、どういう会社にしろ、我が町に新しく事業所が来るのはいい

ことだなと。いや現実にここで五、六人の方が働いていらっしゃいました。そういう意味で

は、若い方も働いているし、こういう会社が来たんだと、これはよかったなというふうに私

は正直思っているんです。 

  ところが、整合性がとれないというのは、町で電気探査をやったら、ありませんよ、出ま

せんよと言われたと。ところが、現実にここは井戸水なんです、掘っている。それで今言っ

たように日量144立方、多いか少ないかは別としまして、出ているということが言えるわけ

です。であれば、その水源探査がどうだったのか、ちょっと無駄だったのではないかと一瞬

思うわけです。あるいは少しその辺の町のチェックが甘かったのではないかという気もしま

す。 

  ですから、その辺の無駄も省いて、もしこのビジョンどおりに熱川のほうも取水するんだ

ということであれば、それはボーリング方式、いわゆる深井戸方式にするのか、あるいは表
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流水、濁川の上流であるとか、あるいはまた川久保川あたりから持ってくるとか、ずっと先

に要害橋とありますけれども、あちらのあたりから取水しているあれもあるわけです。そう

いうものを持ってくるとか、あるいはこの写真の下のところは白田の山なんですけれども、

福寿観音さんですか、福寿観音さんのところにこれはすごい水が、もうもったいないなと思

うくらいじゃんじゃん出ているわけです。詳しいことはその方に会ってこないので、何立米

とかそんなことは聞きませんでした。本当に誰が行っても見えるんです。道路端にこうやっ

てあふれるように排水していますから。それでその下に行きますと、また道路の脇にいっぱ

いこの湧き水がこちらからも出ている、上からも流れている、道路も濡れているというふう

な状態で、非常に水が豊富だなというふうに思うわけです。 

  というのも伊豆半島自体が年間3,000ミリを超えるような多雨地帯ですから、これは当然

水がないなんていうのは変なわけで、ですから、この辺は私は水道ビジョンといっても、も

っと全般的にその取水をどうするのかと、このビジョンそのものをやっぱり見直して、町は

もっと真剣に取り組んでいただきたいなと。その辺でこの井戸の件に関しても、町はどんな

ふうに把握しているのか、その辺をお伺い賜りたいなと思っております。よろしくお願いし

ます。 

○町長（太田長八君） まず１点、町は真剣にやっております。それで命をかけています。そ

うやって批判は撤回していただいて。そんなふざけたことはやっていません。もう真剣にや

っていますよ、これは。本当に水道料を値上げしたくないために水源探査をやっている、こ

れだけは理解していただきたいと思います。 

  まず、稲取地区におきましては、やっぱり３号井の近くと細野になりました。やっぱり３

号井付近はある程度自分たちも出るのではないかと。あとやっぱり高所に欲しい、やっぱり

自然流下という中で削減、できるだけ高いところから低いところへ流したい、そういう中で

細野も熊口水源がありますので、当然そこは皆さん方もこれは当然水があると感じますよね。

それで我々も期待いたしました。それで電気探査でも一応あるようなことも言われましたも

ので、それは大変期待いたしました。 

  その中で300メートル、なぜそれ以下はやらなかったかと。これはあくまでやっぱり町と

しては、やっている業者の意見が大変参考になるんです。そう言って今の藤井議員がやって

いるようでは、業者が300メートルやってそれ以下やっても出ませんよと言った中で、町が

じゃ400でもやりなさい、そうしたら私は責任をとります。当然業者がだめだと言う中で自

分がやりなさいと言った中で失敗すれば、そこは当然自分の責任です。やっぱりある程度基
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本となるのは、業者の意見が参考になります。この参考の中で、そのときの業者もこれ以上

掘ってもここではちょっと町が求めている水は出ませんよと言われましたもので、300メー

トルでとめた。それで、300メートル以上今藤井議員がその標高差までやれやれと言って、

町がじゃそこまで掘りなさいと言って出なかったら、それは町が責任をとります。その可能

性が幾ら言っても、業者のほうが可能性は低いですよと言った中で、そこまでのちょっとや

っぱり冒険といいますか、ちょっとそこまでは自分も踏み込めなかったもので、一応300メ

ートルでやめたというのが現状でございます。 

  優先順位は、どちらかと言えばどっちみちやらなければならないと考えておりましたもの

です。そのときの優先順位というのは、やっぱり自分はそのほうが高いから先にやったほう

がいいかなという中で細野高原をやったというのが現状で、今度は３号井付近のことでやり

ますものでとなっているのは御理解願いたいと思います。 

  次に、城東地区におきましては、やっぱり今言ったように、なるべく高いところから下へ

流したい、そういう中で、やっぱりあの筋にはやっぱり自分たちも同じような方向でその水

源の上まで行っているのではないかという考えです。やっぱり業者もそういう考えになるの

で、ではこの奥にやってみましょうというので電気探査をやった中で、そのところに水源が

必要な量がなかったもので、電気探査でやめただけです。 

  当然自分は奈良本の人間ですから、ここに水みちがあるというのは全部知っています。も

し失敗したら、もしそこの最終的な電気探査が……。この下には某業者の水が出ているんで

す、脈々と。そこから分けてもらおうかなとも考えています。だから、当然この上ですから、

この下にある企業の水がじゃぶじゃぶ出ておりますから、もしあれだったらそこの水を分け

てもらってもいいかなと思っております。 

  ただ、基本的には、水道ビジョンに関しましては、人口とかそういうものは見直してもら

う、基本的にはやっぱり水源を各地区にやっていきたいという、そういう考えでございます

もので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で10番、藤井議員の一般質問を終結します。 

  ここで２時10分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 １時５５分 
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再開 午後 ２時０７分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 定 居 利 子 君 

○議長（村木 脩君） 次に、13番、定居議員の第１問、町有地の諸問題についてを許します。 

  13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆さん、こんにちは。 

  私は２問通告してありますので、１問ずつ御答弁をお願いいたします。 

  １問、町有地の諸問題について。稲取温泉の入り口にあります町民の皆様、また観光客の

憩いの場である（通称）稲取文化公園についてお伺いいたします。 

  １点目、契約内容、また管理運営の担当課はどこの課ですか。 

  ２点目、今後の運営の方向性は。 

  町長にお尋ねいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 定居議員の第１問、町有地の諸問題については、２点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の契約内容、または管理運営の担当課はどこかについてお答えします。 

  （通称）稲取文化公園の契約内容につきましては、平成19年４月１日に稲取温泉観光協会

と土地賃貸借契約を締結しており、雛の館、足湯場、人口噴湯やぐら、駐車場について年額

60万円の賃貸料をいただき、管理運営をお任せしております。 

  なお、（通称）文化公園は、町の普通財産に位置づけられておりますので、所管課は企画

調整課となります。 

  次に、第２点目、今後の運営の方向性はについてお答えいたします。 

  さきに申し上げましたとおり、稲取温泉観光協会に管理運営をお任せしております。今後
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も稲取温泉場の活性化に有効活用していただきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 今、町長の御答弁がありまして、平成19年４月１日に契約が交わさ

れたと、これは３年ごとの更新になっていますね。よろしいですか。 

（「申し合わせ」の声あり） 

○１３番（定居利子君） 申し合わせ事項で３年ごとに。 

  それで、要望書が24年９月24日に、その当時の議長であります森田禮治さんのところへ観

推協から要望書が出されております。それの回答というか見解が、議会の見解ですけれども、

その回答が出されているんです。それに対して当局側はどう受けとめられているのか、また

観光協会の御見解なんかはどういうふうに思われているのかどうか、それが１点なんです。 

  それで、その契約の内容なんですけれども、用途の第３条なんですけれども、これは雛の

つるし飾りの展示施設及び足湯場施設に供するためのみの使用となっているんです。それと、

あと駐車場の件に関しましては、つるし飾り、１月から３月31日までは観光協会で管理をし

てくださる、そのほかは町民に対して無断で使用をしてくださいという文面もあるんですけ

れども、その点はどこまで把握されているのかどうか、ちょっとその２点もお伺いいたしま

す。 

  じゃ、それ２点よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この契約内容、たしか19年４月１日にここは初めて普通財産に

なったもので、ここから賃借料を60万もらっております。その前は、一応最初にやったのが

平成10年、フラワーパークで当時の町長と観光協会長、そして雛の館の撤去可能な仮設住宅、

これは平成13年９月15日に当時の町長と温泉観光協会、旅館協同組合でやっている。私はこ

れを見てびっくりしたのは、雛の館は、仮設でなければだめだと思っていたんです。平成14

年11月22日に当時の町長と観光協会長、協同組合長、雛の館を常設施設として契約しており

ます。基本的にはもう私の勘違いでちゃんと読めばよかったものを、基本的には私も雛の館

はもう仮設しても取り外さなければいけないと思っていたのが、当時の町長も常設でいいで

すよということを契約しておりますもので、その辺はまた議会の皆さんも認識を改めていた

だきたい。私も今回調べてみて、あくまでも雛の館は常設でいいということ、町が許可をお

ろしておりますもので、その辺は私も認識を改めますけれども、また議会の皆さんも認識を



- 65 - 

 

改めていただきたいと思います。 

  さらに、前回の観光協会からの要望書、基本的にはこの契約を見る限り、当時はだめでご

ざいます、はっきり言って。しかし、私は何回も言っているように、稲取温泉の活性化のた

めには、１つは港、もう一つは文化公園を中心とした人、これが中心となった中で稲取の活

性化、要するに温泉場と文化公園は非常に大事になってきます。 

  と申しますのは、やっぱりこの稲取温泉文化公園、これを有効活用しなければ、私は稲取

温泉の活性化にならないと考えておりますもので、この辺はまた地元の人、また議会の方と

相談しなくてはならない。もっと有効活用をして、基本的には協会も行きやすい、ただしそ

こで金がある程度稼げる方法、金を稼いでいただければ、今協会に対しまして補助金を出し

ておりますもので、その補助金を少しまた幾らか少なくなるのではないかと考えております

もので、この文化公園に関しましては、当時はこの契約がありましたもので雛の館しかでき

ない。しかし、これは常設でいいとなっている。その中で今後はある程度見直しをした中で、

文化公園が１つの本当の稲取温泉の核となるような方法でこの文化公園を運営していきたい、

そう考えております。 

  その中で、契約の内容は、両方に異議がなければ、この３カ年ごとにもうそれは自動契約、

そういうふうになっております。３年ごとの契約ではなくて、両方がお互いに異議がなけれ

ばもう自動継続、そういう契約内容になっております。 

  駐車場に関しましては、本当にこれからです。今までは雛の館のしか使えないとなってお

ります。そして一般の人はあれと。この辺は柔軟に考えて、本当にこの文化公園が稲取温泉

の核となって、本当にいいやり方、そういうことを今後皆さん方と検討していきたいと考え

ております。だから、町といたしましては、今の契約内容をちょっと見直していきたいなと

いうのが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 契約が来年だと思うんです。 

  それで、今町長、内容についていろいろ検討したいということで、私もそうしていただけ

ればありがたいなと思って。この文面だけですと、いろいろこれから要望書等が出てきます

よね。この19年ですか、そのときに結ばれた、それでとりあえず議会のほうは回答しなけれ

ばならないと思うんです。そうすると、敷地内でも販売は公然とされるようになったという、
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前回のその見解なんですけれども、これに対して観光協会からは何も言われてこなかったと

いうことは、これを了承しているかなということも私たちは考えることができるんです。こ

れに対して、いろいろ、いや実はこうですよ、こういう形で契約をしていますよという回答

が得られれば、私どももそれじゃ契約内容をもう一度確認をして、じゃうちのほうでちょっ

と訂正をという形になるんですけれども、それが当局側からもなされていなかったし、それ

で観光協会からもそれがなされていなかったということは、今後その見直しを、契約の内容

を十分精査されるようにして、駐車場の問題もありますし。 

  駐車場はやっぱり管理している方も大変なんです。今９時から夜９時までということです

けれども、あそこを使用される方はやっぱりそういうことを十分把握されて、町のほうもや

はりじゃ９時から９時までですよということを広く皆さんに伝えていただきたいんです。そ

れを知らない方たちはやっぱりとめて、じゃ９時に出さなければならないということも往々

にしてありますので、ハイキャットといえば大げさになりますけれども、ごく近隣とかそう

いう関係者の団体には、じゃ朝は９時から夜は９時までですよということを暗黙の了解のよ

うな形にしていただくか、それとも常時開放して利用されるようになされるのか、そういう

こともうんと大事だと思うんです。 

  そして、あそこは２年ぐらい前にイルミネーションをされて、大変中は明るいんですけれ

ども、入り口の門のところが大変暗いんです。夜それじゃイルミネーションを見に行こうか

なといっても、あの入り口が大変暗いし、１基しかその街路灯みたいなものがついてないも

ので、そういったところもやはり当局が夜の散策などをされて、やっぱり気づくところがあ

れば、そういったところも今後直していただくとか、また観光協会のほうからの要望等があ

れば、そういうものをみんなしてやっぱりいい観光地づくりにしていかなければならないし、

ましてや文化公園になりますと、本当に稲取の軸だと思うんです。文化公園、駅、役場とい

うと本当に三角の路線になっているもので、観光客も必ず文化公園へ寄って、それで駅へど

れぐらいかかりますかという形の中で歩いていかれますので、やはり軸となるところですの

で、もう少しいろんな面でちょっと注意深く当局側も見ていただきたいなと思いますし、ま

た観光協会も今一生懸命努力して、あれだけのきれいな公園化をされて、それで雛のつるし

飾りにも、３月、それ以降にも端午の節句といって行われていますので、それに対しての経

済効果というのは大変だと思うんです。それだけ旅館組合、観光協会もうんと努力をされて

いますので、やはり町も、また町民の皆様もいろんな面で協力をしていただければ、私ども

もありがたいなと思うんです。 
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  あそこは購入されたいろいろ経緯があります。本当最初６年ぐらいに８億からかけて購入

されて、それでＮＴＴの用地も購入されて８億5,000万ぐらいですか、それも借金で、半分

ぐらいは県のほうが負担をされていますけれども、やはり町の税金を使われていますので、

やはり町民、みんなの憩いの場として利用しないと、ごく一部だけで利用するのではなくて、

広く東伊豆全体のその１つの文化公園にしていただきたいなと思います。 

  それと、この稲取文化公園の「（通称）」となっているんですけれども、これも正式名に

していただきたいなと思うんです。こういう文書を出すと、必ず「（通称）稲取文化公園」

ということで出されなければならないので、もう正式名でこの「稲取文化公園」で通ってい

ますので、この「稲取文化公園」ということで変えられるのかどうかなと思って、それも町

長にお聞きしたいなと思います。 

  それと、その駐車場の件をちょっとお尋ねします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） その（通称）文化公園、これは本当にもう町民には文化公園でなじん

でおりますもので、この辺はやっぱり条例を制定した中でそこを文化公園と名づけるとか、

そういう条例を制定していきたい。もう文化公園で町としてもいきたいと考えておりますも

ので、そういうところを町のほうで検討した中で、また議会のほうに提案していきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  それとあと駐車場の関係でございます。これを見ると、９時から９時などと一つも書いて

いないんです。そういう中で、やっぱりあくまでも稲取温泉観光協会に管理を任せるとあり

ますもので、それの時間的なものはまだ書いてありません。そういう中で、観光協会ともま

たそういう話をしていきたいと思います。 

  さらには、本当に定居議員が言ったように、この文化公園はもう一つの軸でございますか

ら、この文化公園をうまく活性化しない限り、私は稲取温泉街の活性化はないと考えており

ますもので、今後いかにしてこの文化、町民、さらには観光のためによくなるか、もうこれ

はやっぱり三位一体となった中で、町、今言ったように観光協会、それと議会で話し合いを

した中で、本当にこうしてよかったなというような文化交流の運営体制をつくっていきたい

と考えておりますもので、その辺はまた御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、観光振興についてを許します。 

  13番、定居議員。 
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（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） ２問目の観光振興についてをお伺いいたします。 

  観光客の誘致と受け入れについてお伺いいたします。 

  １点目、町長また関係者は海外へ誘客キャラバン、イベント等に出席されていますが、当

町の外国人観光客の受け入れ対策、また、今後の推進はどのように考えていらっしゃるかお

尋ねをいたします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 定居議員の第２問、観光振興についての町長また関係者は海外へ誘客

キャラバン、イベント等に出席されていますが、当町の外国人観光客の受け入れ対策、また、

今後の推進はどのように考えているかについてお答えいたします。 

  今定例会の行政報告でも触れましたが、５月21日から25日までの５日間、伊豆半島12市町

の首長による台湾のトップセールスに参加し、伊豆観光の魅力をＰＲいたしました。首長が

各市町のＰＲを直接実施したことにより、大きなインパクトがあり、現地のメディアにも大

きく取り上げられ、十分な効果が得られたものと感じております。 

  当町の外国人観光客の受け入れ対策につきましては、町の観光協会では、多言語のホーム

ページの開設や外国語版観光パンフレット・冊子等を作成し、観光地情報の提供を行ってお

ります。 

  今年度の取り組みについては、国の地方創生先行型交付金を活用して、外国人観光客のニ

ーズが非常に高い無線ＬＡＮの環境整備に対する宿泊施設への補助助成制度を行っておりま

す。 

  また、当町の外国人宿泊客の６割以上を占める台湾の大学生のインターンシップを積極的

に招致し、町内のホテル・旅館で６カ月間の職場体験を実施してもらうことにより、受け入

れ側のコミュニケーション能力や異文化理解の向上を図り、インバウンド対応能力のレベル

向上につなげてまいりたいと考えております。 

  今後もさらに外国人旅行者が安心して滞在できる受け入れ環境の整備を推進してまいりた

いと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 
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○１３番（定居利子君） 町長は行政報告でも述べられましたので、十分承知しておりますけ

れども、今後また今現在は外国人観光客が大変当町にも訪れていますし、国でもこの外国人

の誘致について１年で大体2,000万人ぐらいの観光客を日本へということでやっております。

昨年は1,340万人ですかが日本へ訪れたということで、主に訪れるところは東京、あと京都、

大阪といって、３大都市圏へほとんど外国人旅行者が流れているということで、今度は国の

ほうで７ルートですか示されましたけれども、伊豆は入っていないんです。 

  それで、首長さんたちが台湾へこの観光博覧会ですかに行かれたということで、私は伊豆

が一つになるということのいいチャンスだと思うんです。だから、伊豆全体でこの誘客を行

って、それぞれの特徴のある町にしていただいて、じゃ東伊豆町には宿泊をとか、また下田

には文化財的なところを見るとか、河津町では河津桜とかいろいろお花がたくさんあります

ので、台湾の方たちというのは大変花を好んでいますので、そういう伊豆が一つになりなが

ら、いろんなところを紹介して誘客に進めていくというのも大変大事ではないかなと思うん

です。 

  それと、当局だけでの誘客ではなくて、４年ぐらい前ですか、行政、また産団連とともに、

班編成で誘客に関東圏ですか、関東、あと中部、山梨、長野とか行かれましたけれども、や

はりそういう産団連にも例えば声をかけて、公費は使えないんですけれども、自費でいいか

どうかで参加してくれる方たちも一同連れてやっぱり台湾へ訪問されるということも、また

一つ町が一生懸命取り組んでいますよという姿勢を見せるのも大変いいのではないかと思う

んです。それで、そういうお客さんたちが一人でも多くこの地へ訪れますと、やっぱり宿泊

施設において、例えばパートさんたちが働けるとか、例えば納入業者がそういう面でプラス

になっていくとか、町のうんと活性化になると思うんです。それに対して飲食店なんかも少

しずつプラスにはなっていくと思うので、一遍にはなかなかならないですから、その施策と

して今後取り組んでいかなければならないのではないかなと思います。 

  飲食店なんかはやはりメニューをせめて多言語の３カ国ぐらいはちょっと看板とか、中に

わかりやすい、例えばその難しいあれではなくて、例えばいらっしゃいませとかそういう簡

単な御挨拶ぐらいの案内板とか、例えばメニュー、例えば台湾、中国の方は日本語の漢字は

わかりますというけれども、ただわからない方も中にはいらっしゃるので、そういうやっぱ

り町に訪れた方には親切にするということが一番大事ではないかなと思います。極力町が１

つになって、そういう外国人の観光客を迎え入れるという姿勢は、一番これから私は大事で

はないかなと思います。 
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  今年は３月までは台湾の方が大変多くて、中国も含めて、桜からあと雛のつるしに行った

のが大変多かったんです。そういうものも一つの集客のプラスになっていると思いますし、

宿泊施設も３月までは大変忙しかったんです。すると、地元の人もみんなパートに駆り出さ

れますので、そして少しでもお小遣いができるし、それじゃ今度飲食店に行こうかとかお買

い物をしようとか、そういう方面にやっぱり消費力が出てきますので、それも一つの経済効

果のあれになるのではないかなと思いますので、ぜひとも一生懸命町長取り組んでいただき

まして－多分２回目だと思うんです、行かれたのが。だんだんとそのいろんな効果が出て

くると思いますので、ぜひともこの今大変な時期に、こういう観光地でその外国人を一人で

も多くの方を地元へ、伊豆一体含めまして東伊豆町に訪れてくれるように頑張っていただき

たいと思いますので、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） もう再三言っているように、もう国内におけるパイはもう限定されて

おりますもので、これ以上はインバウンドに力を入れていきたい、これはもう再三再四議会

のほうにも町民の皆さんのほうにももう言っております。その中で、インバウンドにも力を

入れていきたい。やっぱり町といたしまして、ある程度富裕層をやっていきたい。と申しま

すのは、二、三年前別府に行ったときに、もう富裕層から団塊のこのレベルの誘客をやった

中で、別府がだめになったということを聞いておりますもので、町としてはまずは富裕層の

客層、これを狙ってインバウンドをやっていきたい、そういう考えでございます。 

  その中で、台湾に２年連続行ってきました。やっぱり首長がまとまって行くというのは、

それだけのインパクトがあるんですね。去年、おととしなのか、１回目は６市ではちょっと

行かなかったです、行ったのはその半分ぐらいですから。そうすると、２回目はもう６市６

町で行った、これだけの首長が集まることはないというので、台湾の方は大変力を入れてお

るなということは言ってくれました。行政がそれだけ力を入れるということは、やっぱり基

本的には向こうもそれだけの見返りというか何ていうか、それだけの伊豆半島が力を入れて

いるから、我々もお客を送りたいですよということは言ってくれております。 

  その中で、去年と今年、一応首長で行ってきました。来年は基本的には台北博覧会の本当

にこれはパックを売るところでございます。その中で現場の方が行った中で、やっぱり現場

のすばらしいことを言ってもらえると考えておりますもので、来年は現場のその旅館とかそ

ういう種類の方に行ってもらった中でこの町を売っていってもらいたい、そういう考えでお

ります。 
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  基本的にはこれからはインバウンドに力を入れていく、やっぱりＷｉ－ｆｉも必要ですし、

今定居議員が言われたように案内板とかそういうなかにも多言語の中でこのまちづくりをや

っていかなければ、インバウンドにおくれていきますので、その辺は力を入れてやっていき

たい。その中で今回台湾に行ったのは、やっぱり一番台湾の方が知っているのは川端康成、

伊豆の踊り子です。やっぱりこれは本当に皆さん方知っていました。またここで伊豆の中で

やっぱりこの辺に中心にやっていくのがいいのかなというふうに聞いています。 

  それで、うちの町ではやっぱりある企業が台湾にあったもので、その企業の名前はもう売

れております。まずそういう中でやっぱり今後はその企業のみならず、東伊豆町はこういう

ことを大変宿泊とかいろんなすばらしいところがありますよということをＰＲしてもらって、

台湾とか多くのそういう富裕層の方をこの町に呼んでいきたい、そう考えておりますもので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） ただいま町長が富裕層が大変増えている中で、今静岡空港も個人客

とか家族連れが大変多いそうです。だから、そういうお客をうまくこの静岡県内に宿泊して

いただけるように頑張っていただきたいと思いますので。 

  それと、地元の人たちは台湾、中国語とか韓国語というのはなかなかわからないものです

から、そういう言葉の講習とか、例えば何カ月に１回とか、簡単な言葉をちょっと覚えられ

るような、そういう講習ができればなと思うんですけれども、それも当局側のほうでセッテ

ィングしていただいて、観光協会とタイアップでもいいんですけれども、そういう例えばで

きるかどうか、３カ月に１回でも２カ月に１回でもいいですから、例えばそういう資料とか

小さい文庫本みたいなものをつくっていただいて、それを皆さんに配布しながらその言葉を

覚えるとか。例えば、挨拶ぐらいは覚えておかないと、なかなかお客さんが来て相手から声

をかけられても、知らん顔というわけにはいきませんので、そういうちょっとした言葉を覚

えられるような何か講習ができればなと思うんですけれども、その点で。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 台湾に行ったときに、一番の問題点はバスの関係でございます。やっ

ぱり距離が長くなると、やっぱりバスの乗車、運転手が２名となるとかそういうところは何

とかしてほしいということは台湾の方に言われて、バスの問題をいかにクリアするかといの
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は、やっぱり台湾とかそういうお客さんを多く引き寄せる－ましてや静岡空港、本当に多

くやっておる中で、やっぱり静岡空港から伊豆半島へ送ってもらうのはなかなか大変なもの

で、１つは海のルートがあります。基本的には海のルートでは海からの富士山が大変すばら

しいですから、その辺を使った中で伊豆半島に入ってきてもらう、そういういろんなルート

も検討していかなければならないと考えております。 

  さらに、言語の問題です。先ほどの壇上で言ったようにインターシップ、学生さんが一応

６カ月間滞在してくれますもので、今からお願いした中でその言葉を教えていただければあ

りがたいなと思います。 

  また、その辺はまた観光協会とか町が話し合いをした中で、今定居議員が提案されたこと、

これはやっていきたいと思いますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で13番、定居議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（村木 脩君） 次に、３番、栗原議員の第１問、高齢者の社会活動への参加の支援に

ついてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 皆様、こんにちは。 

  さきの町議会議員選挙では、町民の皆様の真心の御支援をいただき、初当選させていただ

きました。心より感謝申し上げます。これから初心を忘れずに、皆様の御期待にお応えでき

るよう議員活動に全力で取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、通告に従いまして質問させていただきます。御答弁は一問一答をお願いいたし

ます。 

  初めに、１問目、高齢者の社会活動への参加の支援について。 

  平成27年の東伊豆町高齢者保健福祉計画で、第４章に高齢者の社会活動への積極的な参加

を促進とありましたが、次の４点を伺います。 

  １点目、東伊豆町における高齢者ボランティアグループの現状は。 
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  ２点目、高齢者ボランティアの活動の場は。 

  ３点目、介護支援ボランティアポイント制度導入のお考えは。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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） 栗原議員の第１問、高齢者の社会活動への参加の支援については、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点目の東伊豆町における高齢者ボランティアグループの現状は及び２点目の高齢者ボラ

ンティアの活動の場はについては、関連がありますので一括してお答えいたします。 

  当町では、高齢者のみのボランティアグループは２団体21名が登録されており、食事サー

ビスやふれあい広場などへの参加をしていただいております。 

  高齢者ボランティアの活動の場につきましては、ボランティア連絡協議会の中で構成され

る高齢者部会において、高齢者を対象としたふれあいいきいきセンター、ふれあいいきいき

サロン及びリサイクルバザーの開催並びに介護予防サポーター等の活動を行っていただいて

いるのが現状であります。 

  次に、３点目の介護支援ボランティアポイント制度導入の考えはについてですが、介護支

援ボランティアポイント制度は、高齢者の生きがい活動や介護予防の促進のため、市町が指

定した介護施設等での65歳以上の高齢者のボランティア活動に対してポイントを付与し、ポ

イントに応じ交付金を支給する制度でございます。全国的には235の市区町村で、県内では

２市１町が実施しているという現状です。 

  導入の考えはとのことですが、高齢者がボランティア活動を通じて社会参加することによ

り、介護予防ができるなどの利点がありますが、シルバー人材センターの活動と重複する面

なども考慮し、また、介護予防制度改正に伴い、平成29年から新しい介護予防・日常生活支

援総合事業を実施していくこととなりますので、あわせて検討していきたいと考えておりま

す。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  本当に来るべき超高齢化社会に向けて、ボランティアの存在というのはこれからますます
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重要になってくることと思います。 

  町内に高齢化ボランティアが２団体21名でしたか、いらっしゃるということで、本当にそ

の方々にこれからもいろいろお世話になっていきたいなと思います。 

  今、国が打ち出しています地域包括ケアシステム、我が町でもこのケアシステムをどうい

うふうに構築していくんだろうかと、本当に大事な時期であると思います。本当に人も少な

い、予算も少ない中で、この本当にかゆいところに手が届くようなケアシステムを構築して

いくには、本当にこれからボランティアの方々のお力をかりないと、これはできていかない

のかなというふうに思っております。 

  そこで提案なんですけれども、ぜひ介護支援に特化したボランティアグループをつくって

いただけたらなと思います。 

  １つお聞きしたいんですけれども、介護認定を受ける前の段階の高齢者の方の、何かちょ

っと生活の例えば電球が切れたからかえてほしいわだとか、ちょっとした困りごとに対応し

ていただけるようなシステムというか、そういうものというのは町にはあるんでしょうか。 

（何事か言う声あり） 

○３番（栗原京子君） いいですか、引き続き。 

  これから介護認定もますます厳しくなってきて、在宅でひとり暮らしをしていて、本当に

生活上のささいなこと、これ困ったなということがこれから増えてくると思うんです。本当

にそのボランティアのシステムをしっかりとつくって、また町が間に入って、コーディネー

ターのように需要と供給をしっかりとこうマッチさせていけるような、そういうものをつく

り上げていっていただきたいなというふうに思います。 

  その中で、本当にわずかなんですけれどもポイントをつけて、少しでもやりがいのある形

をとっていけたらなというふうに思って、ポイント制度導入のほうを提案をしてみました。 

  これからに向けての介護ボランティアシステムの立ち上げを、どうかお考えを伺いたいと

思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に栗原議員の考えは本当にすばらしいと思う。うちの町の一番の

問題点は、やっぱりボランティア活動というのがなかなか立ち上がらないんです。やっぱり

社会教育においても、ボランティアの方を募集しても、なかなか恥ずかしいというのかよく

わからないんですけれども、何しろボランティアというのはなかなか人材が集まってこない

のがうちの町の現状でございまして、本当にこの介護ボランティア、そういうシステムがで
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きれば、本当に大変すばらしいことでございますもので、それはまた栗原議員からいろんな

ことを提案していただいた中で、この介護ボランティアができる方向というのはやっていき

たい。 

  その中で、今言った介護に入る前の支援、そういう課はあるかという質問でございます。

今そういう課はございませんもので、その辺はまたいろんな面でまたそれは検討していきた

いと思います。 

  先ほどボランティアのシルバー人材センターと重複するとか言いましたけれども、先ほど

言ったような細かいところの電球の交換とか、そういうことだったらシルバーでもやってい

ると考えております。その辺の整合性を含めた中で介護ボランティア制度、これはもう前回

の前議員の居山議員からもそういう御提案をされておりますもので、この辺は今言ったよう

に、この29年から新しい介護予防とか生活総合事業を実施していくことになります。これを

あわせた中でそのような方法で町はやっていきたい、そう考えておりますもので、御理解願

いたいと思います。 

  ボランティアポイントはやっぱりこの中で一応できればやっていきたい、そういう考えで

ございますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。 

○３番（栗原京子君） はい。 

○議長（村木 脩君） それでは次に、第２問、救急医療情報カプセルについてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） それでは、２番目の救急医療情報カプセルについて質問いたします。 

  70歳以上の高齢者宅に配布されている救急医療情報カプセルについて次の点を伺います。 

  １点目、配布から約３年が経過し、カプセル内の情報も変化してきていると思われるが、

その対応はいかがでしょうか。 

  ２点目、配布以降に新しく70歳になった方々への対応と、これから継続して配布をしてい

くのかどうか、町長のお考えは。 

  ３点目、外出先で何かあったときのために、携帯できる情報カードを町民全員に配布する

ことを提案したいが、どうでしょうか。 

  以上、３点、お願いいたします。 
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○議長（村木 脩君） 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） 栗原議員の第２問、救急医療情報カプセルについては、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、配付から約３年が経過し、カプセル内の情報も変化してきていると思われるが、

その対応はについてですが、情報カプセルの運用につきましては、記載の内容等の変化を想

定し、情報シートにつきましては、役場本庁、保健福祉センター、熱川支所において再配布

できるよう対応しておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の配布以降に70歳になった方々ヘの対応とこれから継続して配布していくの

か、町長の考えはについてですが、情報カプセルの運用につきましては、毎年70歳になられ

た方々に対し、自主防災会である区等の御協力をいただき、災害時の要配慮者把握を目的に

配布をさせていただいているところであり、今後も継続していく考えでおりますので、御理

解をお願いいたします。 

  次に、３点目、外出先で何かあったときのために、携帯できる情報カードを町民に全員に

配布することを提案したいがどうかについてですが、御提案の携帯型の情報カードの導入に

ついては検討していきたいと考えていますが、携帯型情報カードの代用として、調剤薬局等

で配布されるお薬手帳が使えるのではないかと考えております。お薬手帳には、調剤されて

いる薬剤記録により病歴がわかる内容も多く、医療機関での対応も可能と思われますので、

お薬手帳を有効に使っていただくことをお願いしたいと考えておりますので、御理解をお願

いします。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  救急カプセルの件ですけれども、中身の新しい病気になってしまったとか、飲んでいる薬

が変更してしまったという方についての内容の更新については、町内３カ所に置いてあると

いうことなんですけれども、なかなかそこまで皆さんこう意識してとりに行くというのは大

変だったりとか面倒くさかったりとか、あとそのこと自体も知らない方もたくさんいらっし

ゃるのかなというふうに思います。できたら、回覧板等で回すようにしていただけたら、全

員に行き渡ることができるのではないかと考えますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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  新しく70歳になった方についての対応なんですけれども、ずっと町のほうで継続してやっ

てくださっているということで、これは私の認識不足で申しわけありません。ぜひこれから

も続けていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  ３番目の安心カードなんですけれども、お薬手帳を代用にという御答弁でしたけれども、

お薬手帳は確かにその方の体のこと、病気のことが詳しく書いてあって、とてもいい情報源

にはなるんですけれども、ただ大きさがとても大きいです。手帳は大きくて、果たして外出

先にあれをいつも携帯して持っていくのかなという、病院を受診するときだけ持っていく方

がほとんどではないのかなというふうに思います。 

  高齢者だけではなくて、これは若い方も持病がない方でも、万が一どこかで例えば事故だ

とか災害に巻き込まれないとも限らない、そのときにこの東伊豆町の皆さんはこのカードを

持っていて、素早い処置で命をつなぎとめることができたという、そういう形にしていきた

いなというふうに思いますので、これは改めて予算もそれほどかからなくできると思います

ので、安心カードをやっぱり全員に配付をぜひお願いしたいと思います。 

  自治体によってこれはいろいろな形、お財布に入るカード式だったり、あとはちょっとこ

のぐらいの大きさで折りたたむ形だったりいろいろですけれども、それは町としてやってい

ただけたらなと思います。 

  救急隊の方が例えば駆けつけて、倒れている方に意識がなかったりした場合に、その情報

をどうやってとるかというのは、バッグの中を見たり、例えばポケットを探したりというの

は、法律上できないそうです。なので、よその地域ではこういうベルトとかにぶらさげるキ

ーホルダーみたいな感じで、その中に、この情報カードを折って入れてあって、誰が見ても

これに全部書いてあるなというこうアレルギーがあったり、ふだん飲んでいるお薬だったり、

緊急連絡先だったりが書かれた紙が折りたたんでそのキーホルダーに入っていて、誰が見て

もすぐわかるというふうにやっている自治体もございます。 

  町も少ない予算でぜひ皆さんに行き渡るように、御検討のほうをよろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この緊急救急医療情報カプセル、このシートにおきましては、３カ所

言いました。今栗原さんがもう改善案まで提案されたもので、これは毎年ではなくて、３年

に１回とかとやるとか、それはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  それで２点目はよくて、３点目は、この携帯情報カード、今いろいろと栗原さんが言いま
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した。町のホームページにこういうことが載せてありまして、救急安心カードというものが

あります。ホームページでやるのも一つ。高齢者ができないとは思いますから、それはまた

いろいろ検討した中で何が一番いいか、それでまた情報、ホームページでもこういうことを

携帯できれば、またこれもホームページでやっていきたいと考えております。これはちょっ

と検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） それでは、次に、第３問、身近な住民福祉の向上についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） それでは、３番目の身近な住民福祉の向上について質問いたします。 

  稲取地域にあった銭湯が全て廃業になり、お風呂に入れず困っている方がおられるとの声

がありますが、次の点を伺います。 

  １番、お風呂のないアパートなどに住んでいる方が何人ぐらいいらっしゃるか、その実態

を町のほうは把握していますでしょうか。 

  ２番、稲取地域の旅館の日帰り温泉に半額で入浴できるような、町として補助を出し、チ

ケットなどで対応する等の考えはありますでしょうか。 

  以上、２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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） 栗原議員の第３問、身近な住民福祉の向上については、２点からの質

問ですので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目のお風呂のないアパートなどに住んでいる方が何人ぐらいいるか、その実態

はについてですが、現在、その実態については特に把握しておりません。住民登録や国勢調

査等におきましても、その件についての項目は設けてございませんので、実態をつかむこと

ができないのが現状であります。 

  次に、２点目の稲取地区の旅館の日帰り入浴に半額で入浴できるよう、町として補助を出

し、チケットなどで対応する等の考えはについてですが、現在までに町に対して町民の方か

らそのような御要望は届いておりませんが、今後需要があった場合は、対象者を把握した上

で、費用の一部を助成することも検討したいと思いますので、御理解をお願いいたします。 
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○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 今町長から答弁があった中に、町民の方からのそういう要望が上がっ

てこないというお話がありました。やはり個人的なことでもありますし、なかなかそれをこ

う町に、町長に伝えに行くというのは、遠慮もあったり敷居も高かったりでなかなか声は届

けづらいのかなというふうに思います。 

  実際歩いてみると、お風呂がなくて困っている人がたくさんいるという声はあちこちで聞

くんです。ただ、果たしてどの程度その方たちが何人ぐらいいらっしゃるのかというのが掌

握できないからには、いろいろなそれからの対応の方法も違ってくると思うんです。 

  稲取いきいきセンターがありますね、そこにお風呂が２つありました。男湯と女湯と分か

れていて、二、三人ずつ入れるぐらいの大きさでしょうか、お風呂がありまして、ぜひそこ

を１カ月ほど期限で開放して、人数の掌握をされてはいかがでしょうかというふうに提案し

ます。 

  本当にその施設自体を高齢者の方が週に何回か使っていたりですとか、今お風呂として使

っていないので、そこにちょっと荷物が置いてあったりとか、すぐにというのはなかなか大

変かもしれませんけれども、でも何とか使えるようにしていただいて、人数の掌握をして、

またその後の対応も緊急に考えていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この銭湯の関係、本当に議員の方から何番議員……６番議員からも質

問されたものの、しかしながらたしか町長に対する敷居が高いかわかりませんけれども、一

応私、最終月曜日、原則的には一日町長室といいまして、ロビーでやっております。そのと

きには誰でも来るよという中で提案とかを聞いている中で、１回もこの銭湯に関しまして困

っているようなことをまだこの８年間、９年間やった中で１件もございませんもので、自分

としては議員から言われるとやっぱり自分で直接そういう一日町長室、町民の声が届いてい

ないもので、申しわけないですけれども、ちょっとまだそうかなと考えている。 

  しかし、今栗原議員も言ったように、そういう人も多いですよということを言いました。

その中で一つの本当、どういうふうにしてこの銭湯のない人を把握するか、これが本当に一

番いい方法は何かと考えたら、今、栗原議員から、そのいきいきセンターのお風呂を使って

実態を把握してみたらどうかという、そういう提案がありましたもので、これは検討した中
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でそれができればこれも１つの方法ですから、その中でどれだけこの稲取地区の町民が銭湯

が無いことに苦労していること、これは検証していってもいいかなと今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（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  一日町長室もなかなか行ってねと啓蒙しても、やっぱりなかなか行きづらいのかなという

ふうには思いますけれども、本当に直接やっぱりそういう方々に声を上げていっていただけ

るように、私のほうからもまたあちこちに声をかけてみたいと思います。 

  本当にこの東伊豆町がおいしい食べ物と豊かな温泉で有名なこの町で、片一方でまだお風

呂に入れなくて困っている方がいるというのはちょっとあってはいけないことだなというふ

うに思いますので、また本当に一刻も早く、もし自分の家のお風呂が壊れたら今晩から困っ

てしまうなという感じなので、本当に緊急にこれは対応していただきたいと切にお願いする

ものであります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この今言った、そのいきいきセンターでできるだけ早い方法の中でこ

れは検証していきたい、それだけは栗原議員に言っておきたい。 

  それから、いきいきセンターはシルバー人材のほうに今指定管理でやっておりますもので、

その辺とのまた話し合いもしなければなりませんもので、できるだけ早い方向でこれは検証

していきたい、そう考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。 

  次に、第４問、大川の国道下にある旧大川グランドホテルについてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） それでは、４点目、大川の国道下にある旧大川グランドホテルについ

て伺います。廃業して長年経過している旧大川グランドホテルについて、次の点を伺います。 

  １点目、本年５月26日に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法によると、

当物件は特定空き家等に該当すると思われるが、どうでしょうか。 

  ２点目、法第14条に行政代執行の方法により強制執行が可能とあるが、町としてのお考え
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をお聞かせください。 

  ３点目、プールに行くため当物件脇を通行する子供たちや保護者の安全のための危険防止

措置は。 

  以上、３点よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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） 栗原議員の第４問、大川の国道下にある旧大川グランドホテルについ

ては、３点からの質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の本年５月26日に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法によると、

当物件は特定空き家等に該当すると思われるがどうかについてですが、さきの藤井議員の第

１問の空き家対策についての２点目で特定空き家の定義についてお答えしたとおり、４つの

いずれも該当すると思われますので、「特定空き家」の対象となると判断をしております。 

  次に、２点目の法第14条に行政代執行の方法により強制執行が可能とあるが、町としての

考えはについてですが、旧大川グランドホテルの廃屋の状態をそのまま放置しておけば、さ

らに廃屋の状況は進行し、建物周辺に迷惑がかかることや東伊豆町を訪れる観光客のイメー

ジにもよくありませんので、一日も早く建物の取り壊しを願うところであります。 

  最良の方法は、所有者みずからが経済活動において積極的に建物を解体することですが、

この法律によって代執行による解決を図ろうとした場合、問題の解決には相当な時間がかる

と判断をしており、法律の運用も含めて検討してまいりたいと考えております。 

  次に、３点目のプールに行くため当物件脇を通行する子供や保護者の安全のための危険防

止措置はについてお答えいたします。 

  御質問の通路部分については、建物の破損が進行したため、平成25年のプール使用開始前

に高さ1.8メートル、幅7.2メートルの仮設防護壁を設置し、特に子供たちが建物に近づかな

いように処置をいたしました。 

  建物が私有財産であることや通路を使用する期間が短いことを勘案しますと、大規模な対

策工事を実施することは困難であるため、御利用の際には十分に気をつけていただきたいと

思います。 

○議長（村木 脩君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 
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○３番（栗原京子君） 特定空き家の問題は、先ほど藤井議員のほうからお話もありましたけ

れども、本当に簡単に進める問題ではもちろんないんですけれども、本当にこの旧大川グラ

ンドホテルについては、長年問題を大川区域も抱えていまして、子供たちも夏になるとあの

脇を通って奥にあるプールに行くものですから、本当に危険だなというふうにいつも感じて

おりました。また、最近は窓ガラスなんかも割れて、そこにごみの不法投棄もかなり目立っ

てきているので、何とか早く解決できるといいなというふうに思っています。 

  本当に今まではなかなか踏み込めなかった領域が、今回この法律のおかげで一歩前進がで

きたということで、本当にここは大きく開いていくことができるなというふうに思います。

本当に慎重に物事を進めながら、またしっかりと解決の方向に向かってよろしくお願いした

いと思います。 

  子供たちがプールに行くときに、本当に一時期、夏の間だけなんですけれども、あの防護

壁が立ったときも、ああ町はこういう安全対策をやってくださったんだなというふうに感じ

たんですけれども、本当に短くて、浅いというか、そんなに高くないんですね。あそこは崩

れてくるのももちろんそうなんですけれども、ちょっと崩れた壁だとか外壁だとか家の部品

というのかな、それが風が強いときに結構飛ぶんです。本当に子供たちに気をつけながら通

るようにと言っても、なかなかプールに行くときというのはこうはしゃいでいたりとか、あ

と逃げ場がないちょっと狭い道なものですから、もし万が一上から何か落ちてきたら、本当

に危ないなというふうに思っています。現にたまたまそれでけがをしたとかいう話はありま

せんけれども、プールの中にこう家の壁だとかああいうものが台風の後に結構落ちていたり

とかということは多々ありますので、本当に一時期ですけれども、この安全対策については

いま一度また御検討をいただけたらなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 栗原議員が言うように、本当にこの建物、本当に東伊豆町の玄関でご

ざいます。これは私が町長になってもう長年の懸案事項で、あの建物を何とかしたいと、こ

れはもう長年の夢というか、また早く撤去できればいいなということは感じております。そ

の中で、この法律ができたとき、早速地元の区長さん、そして隣の区長さんから、こういう

法律ができたから、なるべく早くあれを撤去してほしいということは、もう要望されており

ます。 

  今現状の建物を見ますと、本当に子供に対する環境、結構ペイントとかでいたずらしてあ
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りまして本当に環境がよくないもので、町としても早くそれは撤去したいのは山々ですけれ

ども、先ほど言ったように、まずこの協議会を立ち上げて、安易にこれをやってはいけませ

んと、こういうガイドラインがありますもので、そういう協議会を立ち上げた中でそれをや

っていきたい。本当はそこの建物の所有者が何とか自分で処理してくれれば本当は一番いい

んですけれども、ある程度そういう話があった中で、3.11かそれで話が途切れてしまったん

です。3.11のあの大震災とかがなければ、今のところはなかったかもしれませんが、やっぱ

りこれは時代の流れで、やっぱり3.11が起きた中で今の現状になっておりますもので、まし

てや今度はそういう法律ができましたもので、町としてもできるだけ早くあれは撤去してい

きたいと考えております。その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、その裏にあるプールに対する安全性、これをもちろん自分自身がもう一回見た中

で検討できるものは検討していきたい、そう考えておりますので、御理解願いたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で３番、栗原議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時０５分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 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２回定例会２日目が成立しましたので、開会します。 

  11番、森田議員から会議を欠席するとの届け出がありましたので、御報告します。 

  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（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめ皆様のお手元に配付したとおりであり

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員の第１問、地域社会の環境改善についてを許します。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） おはようございます。 

  私は、今日は今回３問の質問をいたしますけれども、答弁については、一答一問でお願い
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します。 

  それでは、まず第１番、初めに、地域社会の環境改善について御質問します。 

  まず、人口減少や核家族化に伴い、地域社会の環境が著しく変化しております。その中で

どういう対策を町が講じているか、伺います。 

  まず第１点目は、交通不便地域の乗り物（バス、マイクロバス、タクシー）等の運行をど

のように考えているのかどうか、その辺を伺います。 

  第２点目は、町営の無縁墓の状況、それから今後の管理運営についてお聞きいたします。 

  ３点目については、倒壊や衛生上、あるいは防犯上の問題のある空き家を把握しているか

どうか。そしてまた、その対策についてお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 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） 皆さん、おはようございます。 

  内山議員の第１問、地域社会の環境改善については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、交通不便地区の乗り物（バス、マイクロバス、タクシー）の運行をどのように考

えているかについてですが、昨年12月の定例議会におきまして、公共交通のあり方につきま

して委託方式のデマンドバス運行等の質問がありましたが、財政が厳しい中、まずは既存の

鉄道、バス、タクシーなどを上手に活用していただきたいと思います。 

  次、２点目の町営の無縁墓の状況と今後の管理運営の考えについてですが、稲取上野墓園

にある無縁墓の現状につきましては、身寄りのない方や行旅病死人の遺骨を納めてあります

が、スペース的には満杯に近い状態にあります。しかしながら、今後、新規あるいは増築の

計画はありませんので、遺骨の整理等を検討したいと思っております。 

  また、旧墓地内のうち、20％程度の墓所が持ち主不明確の状況であり、縁故者がいない無

縁仏と同様の状況となる可能性があります。今後、現在は使用者はわかっていても、その方

が亡くなったときに承継する相手がおらず、実質的に管理する方がいなくなるケースも増え

ていくことが考えられます。これにつきましては、全国的に問題化しております。 

  墓園全体の管理につきましては、園芸業者に委託して清掃や草刈りを行っていますが、各

墓所の管理は使用者が清浄維持に努めなければならないと義務づけられております。使用者

がわかっている場所につきましては、草木が隣地の通路にはみ出すなど、著しく不適切な管
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理状態の場合は改善を促す通知を送っておりますが、使用者が不明の場合はそのような措置

をとることができず、職員によって対応せざるを得ない状況です。墓石が残っていて使用者

が不明な墓所については、お寺さんとも相談の上、対処を考えていきたいと考えております。 

  次に、３点目の倒壊や衛生上、防犯上の問題のある空き家を把握しているか、またその対

策はについてですが、25年度に実施いたしました空き家調査においては、外観等の目視によ

る調査のため、倒壊や衛生上、または防犯上の問題ある空き家などの把握は行っておりませ

ん。 

  空き家の対策といたしましては、５月26日に施行された空き家等対策の推進に関する特別

措置法によって、町が主体者となって問題の解決を図ることができるようになりました。 

  国土交通省から、法律の施行に当たってはガイドラインなどが示されておりますが、実務

として運用していく上では、市町村が運用基準を定めなければなりません。 

  今後、県、近隣市町と情報の共有を図りながら、法律の運用の仕組みを定めていきたいと

考えております。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、交通不便地区の話ですけれども、財源がないから自主運行バス

出さないということですけれども、私、今度質問をしたのは、実際にほかの地区でもやはり

合併をしてから実際にはもう自主運行バスが出せない、そういう地域がたくさんあります。

そういうことを把握した上で、一部この地域だと入谷だとか、あるいは白田の湯ケ岡あたり、

そういうところの皆さんが、ふだん買い物だとか病院に行くについて相当不便を来している

わけですよ。というのは、今若い人がうちの中でも自動車持っていても、朝出勤して夕方帰

ってくる。そうすると実際に買い物の時間も夜やっているわけじゃありませんし、なかなか。

それから病院についても、夜間の病院やっているということありません。 

  そういう中で、お年を召した方が実際に病院だとかそういう買い物に行くのに不便、そう

いう中で対応していくことができないのかなと、そんなふうに考えているわけですね。それ

が、一つは、今言ったように自主運行バスを数人の人たちのために出すということはなかな

か大変なことだと思うんですね。 

  そういう中で、一つの例で、磐田市あたりは実際にバスじゃなくてタクシー、予約バスと

いいましたかね。予約して運行しているバスというのは、タクシーはチャーターして、それ

で実際にその人たちが利用している。そうすれば、実際に昔みたいに大勢な人たちの場合は
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バスだとかマイクロで実際行くことなんですけれども、個人個人の利用の中でできることが

タクシーだと思うんですね。だから、できれば町がタクシー会社と連携をして、初乗りを例

えば700円のところを半額にするとか、そういうものの中でそれを毎日利用する方もいるか

もわかりませんけれども、今買い物するに当たってはやっぱり１週間に一遍とか、お年を召

した方が特に１週間に一遍とか、そういう形になると思うものですから、そんなに費用はか

からないと思うんですね。だから、ぜひその辺のことを考えていただくことができるのかど

うか。特に入谷地区だとか、あるいは白田の湯ケ岡、ほかのところも不便であれば、そこに

もお願いするような形を考えてもらいたいと思っています。 

  それからもう一点は、細野高原にススキの関係がありますけれども、この間言っていた入

谷の人たちと話し合いの中でもススキの季節、９月から11月ごろまで、その季節あたりに実

際にマイクロが細野まで運行しているわけですね。ノンストップで行かないで、例えば入谷

からあるいは下へ買い物に来るとか、あるいは病院行くようなときに、途中手を上げたらそ

こにとまっていただいて、マイクロバスの発着所、あるいは停留所までお連れする、そうい

う形があったらいいのかなというようなことの話もありました。逆に、町なかまで買い物し

たり、あるいは病院から帰って発着所にいれば、逆に乗って、途中入谷あたりでおろしてい

ただくとか、そういう形ができればいいのかなというようなことの声がありました。できれ

ばそういうことも含めてちょっと考えていただけるかどうか、その２点をお伺いします。 

  それからもう一つは、大川・北川地区、そこの子供さんといいますか、幼稚園の生徒、実

際には奈良本までの幼稚園に行くわけですけれども、その中で白田、片瀬の子供たちの場合

は、スクールバスが送迎をしているような形があるそうなんですね。しかし、今言った大川

の地区、実際には子供さんが２名とか、あるいは北川の子供さんが１名とかという、そうい

う少ない児童数ですけれども、その中で、でき得れば白田、片瀬と同じようにスクールバス

を発着していただけるかどうか、そんなことの話があったものですから、できれば幼稚園の

子供さんの送迎についてそういう形のものを考えていくことができないのかどうか、その１

点。実際には北川、今の皆さんは、幼稚園に園児を送っていっても、すぐに送っていったら

たちまちもう時間の中で午前中ぐらいで幼稚園終わってしまうものですから、また迎えに行

かなきゃいけない。そういう不便で、実際仕事を持っていてもなかなか迎えに行くことが困

難というようなこともあるもので、そういうこともぜひスクールバスを運行できないのか、

今の役場にあるバスで構わないからそういうことができないかなと。実際にはスクールバス

が１台しかありませんから、時間でぐるっと回っていけば遅くなって遅刻するようなことが
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あるかもわかりませんけれども、そういうことも踏まえて考えていただくことができないか

どうか。そういう中で、ひとつやっぱりそういう不便さから、今の若い人たち、大川・北川

地区の人たちが実際にお隣の伊東地区の八幡野、あるいは伊豆高原のほうに住居を引っ越す

ような形の方が数年来で大勢見えているということなんですね。そういう中で、ひとつそう

いうことも含めて考えていただけないかどうか、そういうことをお伺いします。 

  それから、無縁墓地の関係ですけれども、これはなかなか今の状況の中で人がわかってい

る人とわかっていない人たちがいると思うんですよね。そういうことの中で、特にわからな

いところの墓地の場合についてはもう草ぼうぼうになって、無縁墓地の横の方の管理をする

にも管理ができない、人の所有権があるところですからできないということで、そういうこ

とをよく言われるわけです。そういうものの対応をできるだけしてもらいたいと思っている

わけですけれども、その関係で、これ、1999年に墓地の埋葬法の規則が改正されて、実際不

明の墓でも、１年間看板を立てて官報に公示して、１年間申し出ができなければ改葬できる

ようになったということで、実際には都市部の横浜あたりのところは、実際１年間不明の墓

地について、看板を掲げて広報で公示をして、なかった場合については、お寺のお坊さんに

念仏唱えていただいて共同の納骨堂へ持ってくると、そういう処置を実際しているような形

があります。 

  そういう中で、今の所有者がいるところについては、役場の職員の方が文書を出してどう

にかやってくれということもありますけれども、実際に一番困っているのは不明のところで

すね。そういうものを今言ったように、もう法律ではっきり、１年看板を立てたり掲示をす

れば、申し出がない場合についてはもう共同の無縁塚といいますか、納骨堂に持っていくこ

とができるものですから、そういうことを十分に考えていただきたいと思います。 

  それについては、今納骨堂についても町が管理しているところといいますか、中山国太郎

さんが寄贈してくれた納骨堂があったそうなんですけれども、それも満杯だということで、

そういう中で町営の墓の中にも納骨ができないということですから、できれば町で新たに納

骨堂をつくるか、ほかのところでは千葉県あたりでは4,000万円ぐらいかけて骨壺の無縁塚

といいますか、骨壺の納めをつくったなんていうことありますけれども、実際に墓地が、無

縁の人たちがわからない墓地は新たにまた設けて、実際には今６万円ですか、６万円ぐらい

のもので町が提供する形もありますから、できればそういうことも墓地のものがわからない、

それから納骨するについても町がつくるのか。 

  もう一つは、今墓地のちょうど真ん中に、道路の上に実際には所有者は善応院さんだと思
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うんですけれども、そこの納骨堂があります。それには、何か宗教的な宗派は別にして納骨

もしてくれるようなことも、ちょっとお聞きしてきたものですから、墓守の方にちょっと聞

いたところによると、実際にほかの宗派が違う形のものは入れてくれるようなこともあった

ようです。そういうことも含めて、町が折衝していただいて、そこに入れればとりあえず今

納骨堂つくらなくても構いませんから、そんなことを考えていただくことをお願いしたいと

思っています。その２点です。 

  それから、あと３点目の危険な空き家の関係ですけれども、これは昨日お二方、新人の栗

原さんのほうからもお話があったり、ほかの方からもありました。そういう中で、町が実際

の荒れた空き家については掌握していないということですけれども、ぜひそれも実際に町長

はっきり答弁ができないと思うんですけれども、実際には職員の方が行ってほぼこれはもう

そういうおそれがあるな、もうはっきり倒壊のおそれがあったり、あるいは衛生上悪いとか、

そういう形。それから景観を損ねるとか、そういうようなところは、実際見ればほとんどわ

かると思うんですね。そういうことの把握をしていただいて、それからもうはっきり法律で

強制撤去ができる形ができましたから、もう実際に所有者がいないというようなことはまず

ないわけですから、そういうところに連絡をとって、やっぱり観光の町として、それから住

民の皆さんが快適に過ごせるような社会環境といいますか、生活環境をつくってあげること

についても重要な分野ですから、ぜひその辺のことについて、早急に法律に基づいて強制撤

去するようなまでの手続的な形のものをぜひ考えていただきたいと思っていますし、よろし

くお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点、公共交通関係。これは12月のときに、ある議員さんから質

問がありました。そういう中で現状ではなかなか厳しいという中で、今新聞なんかで私も見

ております。要するに合併した町におきましては、もう過疎のところの交通規制、そこでタ

クシーをやっている、またＮＰＯがやっているとか、全て赤字のようなことも聞いておりま

す。当然これ将来的には考えなきゃならないことを自分自身が考えておりますけども、現状

におきましてはまだそこまではいいんじゃないのか。先程言ったように、既存の鉄道、バス、

タクシー、これを利用してほしいということで現状、しかし、将来的にはこれは当然考えて

いかなければならない課題だと自分自身は考えておりますもので、その辺御理解願いたいと。 

  それで、今言った東海バスの御提案されました。確かにそういうことも考えて、ただし東

海バスさんは一応路線でやっておりますもので、確認しますけれども、その場所から入谷は
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とまらないで細野まで、こういうルートで申請してあると思うんですよね。これまたちゃん

と確認した中で、もしそういう要望があれば、じゃ、１カ所、それじゃ、これ河津回ってき

ますから、農免道路通っていますから。その辺もし可能ならばそれやってもいいんです。そ

れはちょっと検討させてください。ただしこれは季節限定になりますよ、基本的にはね。そ

の辺はちょっと検討させていただきたいと思います。 

  乗り物に関しまして、今のところ、そして稲取地区はそういうことで、城東地区におきま

してスクールバスを出したということは、基本的には今熱川幼稚園と白田の幼稚園統合いた

しました。そういう中で、その中で要するに片瀬地区の子供が今度熱川幼稚園に来ますもの

で、今までそういうことなかったもので、じゃ、スクールバスを出しましょうという中で片

瀬地区、白田地区の子供がスクールバス、北川地区の子供、当時既にもう熱川幼稚園に通っ

ていましたもので、そういうときのこと考えません。基本的に片瀬地区、白田地区のスクー

ルバスは統合のあれでございますので、それは御理解願いたいと思います。 

  それでは、先般もやっぱりある議員から大川地区は電車代、電車乗っている、そういうこ

とを何とかしてほしいということも言われております。それも今ＰＴＡのほうに投げかけて

おります。そういうことが可能になれば、当然北川地区の子供、当然義務教育でないと、そ

ういう風に通っていますもので、そういうことはやっていきたいなと考えております。そう

いうのは検討中でございますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  次に、２点目の墓の関係、これは基本的には、たしかそういう官報のやつは田舎ですとな

かなかやっていいか、無機的にいろいろありますもので、やっぱり壇上で言ったとおり、ま

ず所有者が不明な墓地、これお坊さんに相談しながら今後やっていきたいと、それは考えて

います。当然法律で１年間広報で出せばもうそれはいいと、そういうことも加味した中で、

一応お坊さんと相談しながらやっていきたい。また、納骨堂が必要になれば町も建てますし、

その辺はいろんな中で検討させていただいて、今すぐここでこうやるああやることはできま

せん。とりあえず壇上で言ったように、まずお坊さんと相談しながらこれはやっていきたい。

それでよろしくお願いいたしたいと思います。 

  次に、空き家の関係。これ幾ら町がこれは多分特定空き家なんじゃないかと言ったとして

も、基本的にはガイドラインの中で要するに緩和すべき事項とともに、協議会におきまして

学識経験者等の意見も聞くなどして総合的に判断されるべきものと書いてあります。基本的

に町がこれはもう特定空き家、景観が悪いからだめですということは言えません。やっぱり

協議会の中であくまでもこれはそうですよということで決めなきゃいけないもので、これは
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町といたしましても早急に協議会を立ち上げた中で、そういう建物は排除していきたいと考

えております。それで、最終的には壊すのは関係ないんですけれども、費用の問題が出てき

ます。あくまでもこれは議会と相談して、これ、景観が悪いからもうお金とれなくてもいい

から壊しなさいよという、そこまで言っていただければ壊すこともありますけれども、やっ

ぱり費用の問題が出てきますから、一概に早々に壊すとか、そういうことできませんもので、

その辺はまた議会と相談しながらやっていきたいと考えており、協議会は早いうちに立ち上

げたい、そういう気持ちでございますもので、よろしくお願いたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、第１点の乗り物の関係ですけれども、町長は細野へ行く関係の

ものについてはストップまでできるかどうか検討させていただくということですけれども、

私一番あれなことは、タクシーの関係のことを町がもう少し配慮してくれるかどうか、その

辺のことをもう一度確認したいと思っています。 

  それから、幼稚園の関係については、統合の産物だということですけれども、実際に３名

ぐらいしかいない北川・大川地区の皆さんの中で、一番心配するのはそういう子供の不便さ

で、ここ数年やっぱり伊東だとか八幡野のほうへ行っているような形の家族がいるというこ

とであるものですから、できれば役場の今の自主のバスというか、そのものの中で時間があ

ればお願いをしたいということですから、その辺のことをもう一度お聞きします。 

  それから、無縁墓地の関係ですけれども、これは一つは納骨堂だとか、塚については最終

的な格好ですけれども、実際には清掃がされていない不明の墓地といいますか、そういうと

ころだとかあれがあるものですから、隣の墓地の方に御迷惑がかからないような格好にして

あげていかないと、やはり役場の職員のほうも言われても、今探しているんだけれども不明

だというようなことがあるものでできませんよということになっちゃうんです。だから、不

明なところは先ほど言ったように、もう法律が1999年の中で１年間公示すれば構わないとい

うことがありますから、そういうことを早急に組み立てをしていただいて、手続して、近隣

の人たちにも迷惑かからないような格好。それから共同墓地というか、埋葬する納骨堂につ

いては、お寺さんと十分話をしていただければと思います。よろしくお願いします。 

  それから、あと倒壊の空き家の関係ですけれども、これは実際には協議会を立ち上げてか

らやっていきたいということでありますから、それはもう理解します。それでほかのところ



- 95 - 

 

でも、費用について町長御心配して話したけれども、もう条例ではっきり決めてやっている

ところもあります。もう空き家の撤去する費用については、条例をもとに費用を負担してい

るところも自治体もあります。そういうことも含めて、また提案をしていただければ、議会

としても考えていきたいと思っていますし、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、助成することは本当簡単ですよね。大変財政厳しい中で何でも

何でも助成、助成はできませんので、住民の方にもある程度我慢してもらったのに、本当に

困っていればやりますが、ある程度我慢してもらってながらやってもらいたい。助成するの

はもう本当わけないですよ。しかし、今回敬老祝い金なんかもずっとやったけれども、財政

が大変厳しくなってきたもので、もうこれは本当断腸の思いでやった。助成するのはわけな

い。これを継続というのはなかなか難しいですから、やっぱり我慢できるところは町民の方

に我慢していただきまして、もうどうしようもない、もう本当に困っている、そういう切実

な思いが来たときに、だからそれはある程度のことは考えて。やっぱりそれは合併になって

本当に今まで各市町があったときに、合併して本当に過疎になったときに困ったときにそう

いうタクシーの予約券、そういうことをやっておりますもので、それは今後の中でも考えて

いきたいと考えておりますもので、現状の中で今、そういう考えはないということだけは御

理解願いたいと思います。 

  次に、北川の関係でございますけれども、これは本当に北川のこのあたり本当に今のとこ

ろある程度負担かけております。大川の中学生もこれは同じなんですよ、基本的考えは、北

川だけじゃなくて。そういう中で、ある議員からそういうことを言われましたもので、今検

討しております。そういう中で、やっぱり基本的な問題も出てきますし、そうしたら今度稲

取地区の関係も出てきます。そういう中で、今ＰＴＡさんの話をしていただいた中で、不満

が残らないような方向でＰＴＡに投げかけております。そういうような結論が出てきました

らまたその辺はまた考えていきたいと、そういうことなのでよろしくお願いいたしたいと思

います。 

  次に、空き家の関係。私、費用と言ったのは、条例で費用は幾らもらうとか、これはでき

るんです。しかし、いざ実際となった場合、その建物所有者、それが払ってくれるかどうか

が本当に心配なんですね。払ってくれなくてもいいと言えば、本当にやりたいんです。お金

をもらえない中でやるか、その辺はやっぱり議会と相談してやらなきゃそれはいけないとか、

条例案つくるのは簡単なんです。いざ実際現場でやる段階になって、本当そのお金が建物の
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所有者からもらえないときどうするか、そういうことも考えられる。それはいろいろまた議

会の方と相談しながら特定空き家をやっていきたい。よろしくお願いいたしたい。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、地方創生についてを許します。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ２番目の地方創生についても、これも１番目のことと同じように、人

口減少に歯どめがかからない、それから定住化を進めるためにどうしたらいいか、これも前

回もちょっとお聞きしているわけですけれども、もう一度長期的な計画についてお聞きして

おきたいと思っています。 

  それから、また、特に子育ての支援、それから経済振興、コミュニティーの考え方をお伺

いします。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第２問、地方創生についての人口減少に歯どめをかけ、定

住化を進めるための施策は、長期的な計画は、特に子育て支援、経済振興、コミュニティー

の考えをについてお答えいたします。 

  行政報告で申し述べましたように、本年度中に中長期を見通した人口ビジョンと５カ年の

地方版総合戦略を策定いたしますが、平成31年度を目標年度とした数値目標を定め、毎年検

証することになります。 

  地方版総合戦略は、まち・ひと・しごと創生に関するものであり、盛り込むべき施策とい

たしまして、地域経済活性化、雇用創出、結婚・出産・子育て支援、移住促進等幅広い分野

にわたるものと思います。 

  今後、役場庁内組織を初め、有識者会議や議会におきまして人口の現状と将来展望を踏ま

えた上で、当町の実情に応じた基本目標と基本的方向や人口減少に歯どめをかけ、定住化を

推進するための具体的な施策等について御提言いただき、また協議・検証していただくこと

となります。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

○６番（内山愼一君） この点については、私も何度も御質問しているわけですけれども、ま

ず少子化対策というか、そういう人口の維持を求めることについては、安定した家庭生活と
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いいますか、そういうのを確保。私何度も言っているように、まず住居の確保、住まい、そ

れから職業とか職場の確保、それから３点目は伴侶を求める、結婚するとかそういうものの

フォロー、それから産業振興、経済の振興というようなことと、社会自活基盤の充実がある

と考えているということで、絶えず私言っていますけれども、正直言って、町のほうも今町

長御答弁あったように、５カ年計画の中でやっていかれるということで、この間も具体的に

今年の予算の中には地域住民生活等緊急支援のための交付金ということで、国県の交付金に

基づいた中で、地域消費喚起の生活支援型交付金、それが1,761万6,000円、それから地方創

生の先行型の交付金が2,611万円ですか。そういう中で、私も何度も提案してくれたような

商品券の事業、それから住宅の関係のリフォーム、それから他の地区、貧困な家庭の子供さ

んがいるところの助成、それから今町長言われた、総合的な地域への創生に対して、総合的

な戦略を立てるような補助金をいただいて５カ年でやるということ。こういう中で実際空き

店舗の今、今年については空き店舗のバンクだとか、いろいろ子育ての依頼品だとかあれば

別ですけれども、私今、今日御質問をした形のものは、やっぱり特に大事な子育ての関係、

それから地域振興、それからコミュニティーの関係のことについてのみ特化してお話をした

いと思いますけれども、それは今度の計画、専門家が入った中に、こういう提案したことを

できれば取り上げていただきたいということで御提案をするわけですけれども、まず住居等

についてもやっぱり若い人たちが定着する上で非常に大事なんですね。 

  そういう中で宮城県のこれはちょっと七ヶ宿町といいますか、そういう例だと、夫婦で住

居、地元の空き家、そういうものを修理したとか、あるいは新築の住宅を町のほうからお借

りして、毎月例えば月に３万2,000円とかの家賃を払っているんですね。それを20年間そこ

で住むと、その住宅の名義が御本人の名義になるといいますか、そういうようなことの例が

あります。そういうことの中で、空き店舗を修理の活用だとか、あるいは新築をする住宅が

いいのかどうかわかりませんけれども、空き店舗対策にも今人がない空き店舗ですとか、町

が買収してやるような形をとって、20年そこで住めば実際に自分の名義になる、そういう施

策をとっているところもあります。だから月々はもちろん家賃を取りますよ。だけれども、

20年住んでくれた暁にはそうしますと、そういう施策を持っているところあります。 

  それから、またちょっと新人議員さんのほうからも要請があると思いますけれども、保育

料だとかの無料化、それから学校給食等の無料化については、前回の質問のときも新しくこ

の予算がついたもので、その中で総合的にまた検討していただけるということですから、ま

た改めてその会議があった中で一つは提案をしていただきたいと思うんですね。協議会の中
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でそういうもののことを、無料化について、保育料の無料化、学校給食の無料化については、

ぜひまたお願いしたいと思っています。 

  もう一点は、給付型の奨学金といいますか、国でもやっておりますけれども、実際に自分

の町の子弟が学校へ大学、専門学校へ行ったときに、奨学金を無償で給付型にして、また地

元に帰ってくることによってそれは無償にしますというような、そうふうな制度ですね。そ

れをぜひやっていくことが必要かな。地元の人が地元に帰ってくるようなことを考えてやっ

ていく。それは静岡新聞あたりに静大の先生が、奨学金の制度をつくると将来的には人口も

ふえて町の経済の浮揚にもなりますよ。ここは静岡県内200人の子供たちが就職、また帰っ

てきてくれれば、最終的には20年で12億7,000万円、それから40年については28倍に当たる

353億8,000万円ということが言えますけれども、それを例えばもっと縮小して、20人地元に

帰ってくることになれば、同じように35億のお金が回ってくる、そういうことのものを書い

てあるもので、これまた必要があればお見せしますけれども、一応そういう給付型の奨学金

についても、一つの考え方の中に考えていただけないかなということですね。 

  それから、あとは経済的な分野になりますけれども、これはいずれにしても経済が盛んに

ならないと人口が定着しないわけです。今商工会と連携してやっている就職のガイダンス、

あれも非常によい形だと思うんですね。それの中に立派な人材が来るようにするについては

どうなのか。実際には今やりっぱなしのような格好ですから、私もつい先日紹介行ってきて

追跡調査をしなさいよ。やっぱり実際に今年はやって何人が就職をしたのか、去年は何人、

おととしは何人、そういう皆さんが、就職した人たちの理由はどういう理由でしたのか、あ

るいは逆に就職しなかったのは、例えば給料が安いのか、あるいは住環境が悪いだとか、福

利厚生の問題があるとか、そういうことも含めて、追跡の調査をしていかなきゃいけないと

いうようなことで言ってあります。そういうことも一つのものとして考えていただくような

ことをお願いしたいと思っています。 

  それから、経済の部分の中では、今商品券の事業をやっていただいているわけですけれど

も、これは地域の住民の方が対象なわけですけれども、もう一つの点は、ほかの地区の中で

も実際に福島だとか高知県などの例は、商品券事業を旅館だとか飲食店に特化したところが

あるんですね。だからそこしか使えない。だから私が今度提案するのは、旅館なら旅館に特

化した商品券事業、実際には福島あたりだと5,000円で１万円の商品券をいただいて旅館に

泊まれる、そういう施策を講じているわけですね。それも今の地方のための支援の交付金、

これを利用した格好の中でやっているようなことがあります。中にはインターネットの中で
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5,000円のものをプレミアつけて売っているようなやからもいるそうですけれども、それは

それとして一部そういう不逞なやつもいますけれども、5,000円の商品券が１万円になって

インターネットで、地元の人じゃなくてよそから来るお客さんが買えるような、そういう施

策をとっているところもあります。ぜひその辺のところも御提案をさせてもらいたいと思っ

ています。 

  もう一点、最後に、コミュニティーの関係ですけれども、これは昨日も栗原さんが言って

いたように、やっぱり共同の銭湯がなくなったことで、私は共同風呂といいますか、そうい

うことをつくっていくことが地域のコミュニティー活動につながると思うんですよ。そうい

う中で、温泉地であっても温泉が浴びられないようなこと、そういう実際に温泉は出たけれ

ども、実際に自分のうちには温泉がありませんから浴びられない、そういうことを満たすよ

うなことも住民の福祉として必要なのかな。昨日も栗原さんが言っていましたけれども、そ

ういう住民福祉の観点から考えていただくこともどうかな。なかなか旅館へ行くというのは、

旅館に足を運ぶのはなかなか大変、何というか敷居が高いといいますかね、そういうことが

あるものですから、できればいつも町長、管理の問題ということがありますけれども、共同

風呂でよその、前にもお話ししたように、北海道の夕張あたりは、朝の６時とか７時ごろか

ら大勢の人たちが集まってきて、それでコミュニティーの場所になる。夕方は６時ごろから

そういう場所があるというようなことの事例もあります。できれば、今自治体にはアパート

だとかそういうものの皆さん、それから町営のあたりの方についても、一部やっぱりお風呂

を直すということは一気に10万円もかかるわけですから、直さないでやっているようなとこ

ろあります。そういう中で共同風呂についてももう一度そういうことを考えていただくこと

ができるかどうか、その辺の確認を含めてお願いします。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今さまざまな提案をしていただきました。この辺は町有識者会議の中

で検討していって、自分のちょっと考えを言わせていただきます。 

  まず、家賃の関係、これは今国のやっている空き家バンクの関係の中で、一応この助成の

中で５年間３カ月だと思いますけれども、一応上限３万円の２分の１、これがありますが、

これじゃとても住めないもので、昨日も言ったように、そういう人が来たなら、その後の９

カ月、これ一応町が同じような感じで面倒みようと考えておって、この点では５年ぐらい続

けようと自分自身は考えております。今、内山議員から20年間住めば名義がなるとか、ここ
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はいいことを聞きましたので、これはそういうことができればこれはやっていきたいな、そ

ういう中で定住を促進していきたい、それは一つ考えていきたいと思います。 

  さらに、いろんな面の無料化、これはなかなか厳しいと自分自身は考えております。そう

いう面でまずその有識者会議の中ではいろいろ今言ったことは検討はしていきたいと考えて

いる。しかし、給食費に関しましては、下田が何か先行型か消費型かわかりませんけれども、

国の予算をうまくもらっているようなことも聞いておりますから、給食に関しては何かしら

のことはできるかなと私は考えていて、これは断言できません。ただ下田がそういうことを

もらったということちょっと耳に挟んだもので、また、下田市さんに、もしそれが事実だっ

た場合どのようなことか、これは確認していきたい。 

  さらに、追跡調査、これは絶対必要だと自分自身は考えております。と申しますのは、せ

っかく東北とかそういうところでいい人材がこっちに来ましても、二、三年やったらもうや

めていくということ、旅館の主人さんに聞いておりますもので、やっぱりこの町に来た理由、

そしてまたなぜやめていくか、この辺もやっぱり追跡調査絶対必要だと考えておりますもの

で、これは商工会を通じた中でやっていただきたい。これはやっていきたいと思います。 

  さらに、商品券の特化、この辺また検討させてください。それがいいかどうかちょっとわ

かりませんが、これは検討させてください。 

  さらに、銭湯に関しては、私はもう再三言っているのは、建物本当に簡単です、建てるの

は。しかし、後の維持管理が本当に大変なもので、この維持管理を本当出てこないんです、

はっきり言って。内山さんがもう何回も質問した中で町はとても維持管理が大変ですから、

その維持管理をちゃんと見てくれる人が来ませんよ、基本的には。そういう中で昨日栗原議

員からちょっと提案されましたものでいきいきセンターを利用する。ちょっと調べたら、ボ

イラーが大分使っていないもので、その辺もちょっと、あれとあと、お風呂の中も結構いろ

んなもの入っているもので、その辺ちょっと整理した中で、また議員の皆さんとまた相談、

ボイラーもまた補修、どのぐらいかかるかわからない、その辺またやった中で、やっぱり一

つ、ある程度何人銭湯に困っている人がいるか、やっぱり町としてもそれを把握したいもの

で、それからまず進めていって、まず銭湯の考えはないということだけは、やっぱり維持管

理が大変ですから、維持管理をやってくれる人がいればそれは考えますが、内山議員がもう

何回もやっていても、そういう維持管理を名乗る人が出てきませんので、町としてはとりあ

えずニーズを把握したいという、その方向でやっていきたいと考えています。 

  もう一つは、いろいろ提案されたことは、有識者会議の中でも一応検討していきたいと思
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います。よろしくお願いいたしたい。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ほかのことはあれですけれども、今共同風呂といいますか、いきいき

センターで十分検討していただいて、それと、もしすぐに共同風呂ができないということで

あれば、いきいきセンターをちょっと長期間そういう形のものに変えていただくようなこと

も、できれば含めて考えていただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） いきいきセンターは、基本的には今指定管理でシルバー人材がやって

います。だから基本的にはやっぱりまずはどれだけのニーズがあるか、まずそれを把握して

いきたい。それで今後どのような方向でやっていくということをまたこれは検討して、そう

いう考えでございますので、よろしくお願いいたしたいと。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、これは今日の新聞にも出ましたけれども、伊豆東部総合病院の

新病院の建設について、建設着工が確実と出ているが、具体的なスケジュールと完成はいつ

ごろかを伺いますということで、今日伊豆新聞に、町長冒頭の挨拶の中でやるということで

大きく載っています。私も実際にもう二十日ほど前に伊豆東部総合病院のところに行きまし

て、事務長さんだとか、あるいは実際にもう工事に着工しています、下ごしらえはね。そう

いうことの中で、これははっきり今までここの稲取の住民の悲願というようなことで私も絶

えず質問しましたけれども、本当にできる形に確実になりましたもので、本当にお礼を申し

上げると同時に、これについては町長ご答弁簡単で結構ですけれども、よろしくお願いしま

す。 

  それから、もう一点は、町が予定している防災センター並びに各地の防災センターの計画

について、それからまた東区から要望のあった東区防災コミュニティーセンターの見通しに

ついて、これも簡単で結構ですからお伺いしたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第３問、町長の政治姿勢については、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点目の伊豆東部総合病院の新病院の建設について、建設着工が確実と聞いているが、具

体的なスケジュールと完成はいつかを伺いますについて、さきの全員協議会で御説明したと

おり、伊豆東部総合病院の新病院の建設につきましては、現在建設に向けた準備工事に着手

しており、今後本工事を経て平成29年６月のオープンに向け進めるとの説明を受けておりま

す。 

  なお、去る５月13日は、工事に先立ち、近隣住民並びに漁業者への工事説明会を実施した

とのことです。 

  工事の実施につきましては、既存病院で診療を受けながら病院後背地に新病院を建設する

ことから、医療の空白は生じないと伺っております。 

  次に、２点目の、町が予定している防災センター並びに各区の防災センター等の計画は。

また、東区から要望のあった東区防災コミュニティーセンターの建設の見通しについて伺い

ますについてですが、議員の皆様にも御説明をさせていただいてきたところでありますが、

防災センター事業につきましては、平成24年度から28年度までの５カ年の整備計画として、

北川地区防災センターを皮切りに整備を進めてきたところでありますが、全国的な整備要望

の増加による交付額の減額に伴い、整備に当たって財源確保など、計画どおりに進めること

が困難となっていることは、御理解いただけるものと思っております。 

  町といたしましては、期間内に整備できない事業につきましては、事業内容を精査、見直

した中で、次期５カ年整備計画に盛り込み、国への申請について検討したいと考えており、

東地区防災センターにつきましても同様に考えておりますので、御理解をお願いします。 

○議長（村木 脩君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 伊豆東部の関係は、はっきり2017年の６月にオープンをする。完成を

してオープンするということの中で、見通しがはっきりつきました。本当に長い間、町の当

局のほうも大変だったと思いますけれども、本当に住民の皆さんの要望がこれでかなったの

かな、そういうふうに本当に感謝するような次第です。 

  それから、防災センター等については、今町長おっしゃったように、実際に全国的な形の



- 103 - 

 

中でも防災の関係の予算をたくさん持っていただいたわけですけれども、国県もそういう中

で、それがだんだん落ち着いてきていまして、実際東北の被災地の中でも、従来100％の補

助金が全額じゃなくて自治体が一部負担するような、そういう流れになってきました。それ

は財源等の関係もあるもので、当然だと思います。同じように私どもの町の中でも、町長い

ろいろ北川も片瀬も、それから今度奈良本の関係もやりますけれども、それも一部補助率下

げられたということですけれども、これはぜひ奈良本の関係も、防災の避難所だけでなく、

ほかの考え方もあるようですから、ぜひお願いしたいというようなことがあります。 

  それから、稲取地区の小林さんのところの関係も昨年１年間延ばして、それで今年も１年

延ばしていきたい。当然実際にそういうこともあると思います。今日の新聞の中でも、地震

の関係の安政の地震だとか、その前の地震の関係で、この地域に来る地震がどの程度なのか、

あるいは幾つということがありましたけれども、そういうことを考えると、今差し当たって

大きな小林クエさんのところに４億円もかけてやるようなこともなかなか大変ですから、様

子を見てこれは考えていただければなと思います。 

  しかし、私、今日の一つの本題としては、東区の防災センター、これは町長、今の答弁で

は同じように考えるということも話したんですけれども、全員協議会の中では、東区の防災

コミュニティーセンターについては確実にやりますよということの力強い言葉で言っていた

だいたもので、その辺の確認だけさせていただきたいと思っています。東区の関係について

は、ほかのこともありますけれども、とりあえず一番津波の被害が著しくあるおそれがある

もので、町長優先的にやっていくというのはそういう力強いことがあったもので、その辺の

確認だけさせていただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 東部総合病院、本当これはやっぱり町民の皆さんにまずお礼言いたい

です。基本的に東部総合病院さんにやった九千何名のアンケート、これは本当に重たい、こ

んな要望来たことはないとか最初言ってくれましたもので、それに町民の方にまず感謝申し

上げ、その次は田町区でございます。やっぱり田町区のものを買えたもので、オリンピック

の後にやっても状況は変わらないもので、今やりますよとはっきり言いました。やっぱりそ

の中で町民9,000の署名、そして田町区の協力、これが一番の東部さんがやってくれるあれ

だと思いますので、町民の方と田町区さんに本当に改めてお礼申し上げたいと思います。 

  そういう中で、本当29年６月のオープンに向けて、これからやる11月の、これ当然皆さん

方にもお示ししましたと思いますが、11月の中ごろに新築工事着工いたしまして29年の一応
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５月末、６月にオープンしたい、そういう計画で、多少オープンずれるかわかりません。工

事は着々と進めておりますので、できることはまず間違いないと思います。 

  次に、防災センターの関係ということで、全協で優先順位といたしまして、やっぱり何と

いっても町民の安全を保つのが一番ですから、優先順位でやっぱり東区の防災センター、こ

れが一番ですよということはっきり言いました。そういう中でやっぱり優先順位の中で財政

が許せば東地区のことやっていきたい。そういう中で防災センターにおきましても一応もう

国のやつを受けておりますもので、これは計画にはのせなければなりませんもので、そうい

う中でいろんな社会情勢が変わっちゃうとどのような方法でいくかということはまた皆さん

方と相談しながらやっていきたいと。東区の優先順位１位、これだけははっきり言わせてい

ただきます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で６番、内山議員の一般質問を終結します。 

  10時45分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２７分 

 

再開 午前１０時４１分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開します。 

  町長より発言を求められていますので、許可します。 

  町長。 

○町長（太田長八君） すみません、発言の訂正をお願いいたしたいと思います。 

  先般、内山議員の中で、うわさとして下田で地方創生の交付金の中で給食費、それを使っ

ているのではないかと言いました。しかし下田に確認したところ、使っていなかったもので、

それを訂正していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（村木 脩君） 次に、５番、西塚議員の第１問、小中学校についてを許します。 
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  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 新人の西塚です。よろしくお願いします。 

  私は、スーツとネクタイが一番似合わない議員と言われていますけれども、これから一生

懸命町のために頑張って、一番似合う人間になっていきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

  私の質問は２問でありますので、一問一答でお願いします。 

  １問、小中学校について。 

  １点目、小中学校の給食の補助金、月500円を見直すことは。 

  ２点目、小中学生が各大会へ出かけるとき、町のバスの利用はできないのか。 

  ３点目、少子化による子供たちの部活動に支障があり、小中学校を統合する考えは。 

○議長（村木 脩君） 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） 西塚議員の第１問、小中学校については３点からの質問ですので、順

次お答えします。 

  １点目の小中学校の給食費補助金、月500円を見直すことはについてですが、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

食費補助金を交付し、子育て支援の一助として実施しております。 

  学校給食費は、無料化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たどり、リーマンショック問題や東日本

大震災の発生等により、この不景気から脱却できず、当町におきましても財政事情は非常に

厳しい状況が続いております。 

  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、この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。 

  ２点目の小中学生が各種大会へ出かけるときの町のバス利用はできないかについてですが、

東伊豆町庁用マイクロバスは、有効な利用と安全運転を図るため、使用規程を設け運用して

おります。 

  マイクロバスの使用は、原則として「役場の各課及びこの規程に定める各種委員会及び57



- 106 - 

 

の団体のほか、公務若しくは公共性のある事業でなければ使用することができない」と規定

されており、さらに使用時間や範囲についても細かく規定され、使用されております。 

  なお、現在、町では２台のバスを所有していますが、そのうちの１台は、町民の介護予防

や健康増進の活用拠点であるアスド会館に配備し、各種予防事業の推進のため使用しており

ます。 

  そこで、小中学生の各種大会等への利用につきましては、我が町の宝である子供たちのた

めに使用されることであり、公共性のある事業と判断することができることから、今後検討

してまいりますので、御理解をお願いいたします。 

  ３点目の少子化により子供たちの部活動に支障があり、小中学校を統合する考えはについ

てですが、この問題については、数年前より教育長、教育委員とともに協議を重ね、当町の

最重要課題の一つとして考えております。 

  当町におきましても、今後ますます、少子化に起因する児童生徒数の減少や学校の小規模

化の進行が見込まれる中、各学校における単学級化や中学校の教科指導体制の充実、部活動

の活性化など、さまざまな問題が懸念されております。 

  こうした現状を踏まえ、今後の園児、児童生徒にとって望ましい教育環境のあり方や基本

的方向性、またその実現に向けた具体的方策について御検討いただくことを目的に、本年度、

学校教育環境整備委員会を立ち上げます。 

  これに教育委員会より諮問いたし、答申をいただく方向で現在準備を進めておりますので、

御理解と御協力をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町として予算がない、財政が厳しいという中で、給食費というものを

言っているんだったら、３点目に言っている小中学校を統合することによって、現状の予算

の中でそういうもの、無料化とスクールバス等の運用もやって出てくるんじゃないかと、経

費が。そういうことをさっき町長が今年委員会をつくるということなら、早くその委員会を

つくってもらって統合を早くしてもらいたいなと。そうすることによって、地域性、東伊豆

町の中の稲取や熱川という地域性が、子供のときからそういうのが分かち合ってやっていけ

ば、新しい東伊豆町ができてくるんじゃないかと思っています。 

  ２点目のバスのことは、町長が子供は宝だと、町の財産だ。そういう中で、この子供たち

がいろいろなところに行って大きな大会に出て、将来はオリンピック選手が出るような町の
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支援としてやっていっていただきたいと思っています。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、学校給食費、ここのところは本当できるだけ子供と父兄に対し

まして負担かけないような方向で、これ本当500円を上げたいのはやまやま。そこで、今、

西塚議員が言ったように、もうじきさっき言った学校教育環境整備委員会、これを立ち上げ

た中でいろいろなことを検討していきます。当然その中に統合とかいろんな問題出てくると

思います。そういう中である程度そういう予算的な余裕ができたならば、それは今西塚議員

が言ったように、そういうふうにするのも一つの手かなということだと思いますもので、そ

の辺はちょっと検討させていただきたいと思います。 

  次に、マイクロバス、この関係、基本的には、現状は郡まではやっぱり自分の力でいって

もらいたい。郡以外には例えば県の東部とか、そういったときは多少子供たちのためにそう

いうの出している現状でございますもので、何から何まで全てお願いするのではなくて、あ

る程度町または郡の中の大会におきましては、今までどおりやっていただいた中で、それを

超えた予算がかかるときはやっぱりこのマイクロバスは子供は宝ですから、その辺はもう今

後検討した中で、なるべく子供、また父兄に負担のかからないような方法で検討していきた

いと考えますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、商店会の街路灯についてを許します。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） ２問目の商店会の街路灯について。 

  電気料の値上げにより、今ある街路灯を維持するのができないのが現状であります。街路

灯の暗いところに、間に防犯灯を取りつけられないかということ、またＬＥＤの導入につい

ては。 

○議長（村木 脩君） 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） 西塚議員の第２問、商店街の街路灯について、１点目の電気料金の値

上げにより、今ある街路灯を維持できないのが現状である。街路灯の間の暗いところへ防犯

灯を取りつけられないか、またＬＥＤの導入についてはについてお答えいたします。 

  各地区での私設街路灯の状況につきましては、御指摘の電気料金値上げのほか、商店街の
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構成員の店舗等が減少し、窮状にあることは承知しております。町では街路灯を維持管理す

る団体に補助金を交付し、電気料金に対し助成を行っておりますが、平成24年度から25年度

にかけ、平均25.6％も電気料金が上昇し、それに伴って補助率も20％から15％に下がってい

るのが現状です。 

  街路灯と防犯灯の違いですが、街路灯はデザイン性を高めた商店街等の雰囲気を演出する

ためのもので、防犯灯は夜間不特定多数の人が通行する生活道路が暗くて通行に支障があっ

たり、防犯上不安な場所に必要最低限の光量を確保するため、おおむね30メートル間隔で設

置するものとなります。その原則から考えますと、現在街路灯が設置されている場所に通行

や防犯上に支障を来さない程度の明るさが確保されている場合には、防犯灯の設置の必要性

はないものと判断いたします。 

  街路灯のＬＥＤ化に関しましては、県の補助事業のうち、魅力ある商店街づくりの一環と

して整備費用の３分の１を県と町から助成する制度がありますので、商工会と御相談の上、

御活用いただきたいと思います。 

  さらに、街路灯としての維持管理の見込みが立たなくなり、街路灯を廃止し、省エネルギ

ータイプのＬＥＤの防犯灯に転換する場合、その団体に対しまして整備費用の２分の１の補

助を町が行う防犯灯整備事業補助金を本年度から設置いたしましたので、街路灯と防犯灯の

目的の違いを御理解の上、御活用いただけたらと考えております。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 今町長の答弁の中で、電気料が上がっているのに補助率が５％下がっ

ていると、これおかしいなと思うんですよね。やっぱり商店街として今皆さん修理費を貯蓄

していて、それを崩して電気代を払っているのが現状なんですよ。それで、その中で、やっ

ぱり整備費、３分の１強県補助と言いますけれども、３分の２を地元で出せというのもなか

なか商店街の数も減ってきて、空き店舗ばっかりになってきてお金が集まらないというのが

現状なんですよ。そういう中で、やっぱり観光立町として、観光客が来たときに町が暗かっ

たり、せっかく旅館でお客さん出なさいと言っても、暗くて危ないとかと、それだったら本

当にしようがないと思うんですよね。だからできるだけいろいろな補助金とかを使ってもら

って、商工会と一緒に知恵を出しながら、町とそういうＬＥＤにするのか、防犯灯と街路灯

というものの展開を、ちょっと考え方を変えた視点で見てもらってやっていってもらったら

いいかなと思っているんですけれども。 
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○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この町の活性化に関しては、やっぱり町民から会うと町が暗いねとい

うことは、私のほうにじかに言ってきます。そういう中で、先般言った東京から来たＵＩＪ

ターンの旅館に勤めた仲居さん、この方からも一応、一回役場に来ていただいて意見交換し

た中で、やっぱり町がこれはちょっと町を歩くのは怖いですよということを言われました。

やっぱりこれは長年の懸案事項であります。そんな中で、とりあえず今補助金の関係じゃな

く、商工会の中で３分の１、３分の１、３分の１、要するに国とあれが３分１で地元負担が

３分の１、そういう事業がありますよと言った中で、おととい、ちょうど熱川でちょっと光

のことを研究しようかという中で光の先生に来てもらいました。そういう中で、これはやっ

ぱり住民の方も一緒になって何かやらなきゃとても無理だという中で、やっぱり町全体の防

犯灯を兼ねた中でいろんなこと提案していただきましたもので、やっぱり特に稲取地区がそ

ういうこと再三言われますもので、防犯灯を兼ねた中でそういうまちづくりの中でちょっと

検討してみたいなと考えておりますもので、またこの辺のことは詳しくやるとあれですもの

で、また来たときには説明したいと思います。 

  そういう中で、ひとつ稲取地区に限らず東伊豆全体をそういう防犯灯、光の町といったも

のでちょっと検討してみたいなと思っておりますので、それは御理解願いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） なかなか商店街で考えろといっても、商店街の人たちは自分の仕事で  

精いっぱいのところあると思うんですよ。いろんな補助金のものを持ってこいとか考えろと

かといっても、なかなか各商店街でそういうことができていないと。だからやっぱり商工会、

町のそういう担当の方で協力してもらって、より早くそういうものが実現できたらいいなと

思っています。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、本当これから街路灯、防犯灯電気代に関して、これは当

然将来的には町が見なきゃいけないかなということを自分自身は考えております。そういう

中で、本当昨日おととい来た先生がやっぱりいい提案していただき、しかし、これをやるに

はやっぱり住民が一緒になってやらなきゃいけません、じゃなきゃ成功しませんよというこ

と言っておりますもので、資金的な面は当然町とかそういうこと考えますけれども、いかに

して町の明るさ、それを考えることはやっぱり住民が先頭になった中で、やっぱりどのよう
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にしようかということは考えてもらいたいと思います。予算的な面は、当然それは町、商工

会考えることでありますが、アイデアはやっぱり住民の方が一緒になって考えていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたしたい。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、５番、西塚議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（村木 脩君） 次に、１番、笠井議員の第１問、稲取高原親水広場についてを許しま

す。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） こんにちは。新人議員の笠井でございます。なかなか新人ということ

で不手際とか認識不足、勉強不足の部分もあると思いますが、事前に２問通告しておきまし

た質問について、一問一答でお願いいたします。 

  １問目の稲取高原親水広場についてということで、お二つほどお伺いしたいと思います。 

  ７月より本格的に使用ができるということを聞いておりますが、管理業務委託については

どのようになっていますかということ。あと２つ目、稲取高原観光整備事業ということで、

今後の活用方法と施設がもたらす経済効果はどのように試算しているかをちょっと教えてい

ただければと思います。 

○議長（村木 脩君） 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） 笠井議員の第１問、稲取高原親水広場については、２点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  １点目の７月より本格的に使用できるとのことだが、管理業務委託はどのようになってい

るのかについてですが、町では、稲取高原維持管理業務を東伊豆町造園事業組合に年間委託

しております。管理業務の内容ですが、芝生部分の刈り込みを年３回、目土かけを年１回、

親水施設の清掃管理を運転期間中に週１回、遊具等の施設点検を週１回という契約内容とな
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っております。 

  次に、２点目の観光整備事業とのことで、今後の活用方法と施設がもたらす経済効果はど

の程度かについてですが、当町には有名な神社仏閣や史跡等の観光資源が乏しいことから、

気軽に散策したり子供を連れて遊べる環境整備が必要との考えから、クロスカントリーコー

ス周辺の整備を進めているものです。親水広場につきましては無料の施設であり、単体での

経済効果だけを期待して整備したものではございません。 

  また、去る５月２日から４日までの３日間にわたり、親水広場に隣接する芝生広場で延べ

4,000人以上の方が参加して音楽のライブイベントが行われました。首都圏を中心に、全国

から集まった参加者のうち、７割が40歳未満の若い人たちであったとの報告を受けており、

当町とクロスカントリーコース周辺を知っていただくよいきっかけになったものと感じてお

ります。 

  このように、町外から多くの方が集まるイベントは、交通機関、宿泊、飲食等での経済効

果や情報発信効果が期待できることから、今後も同様のイベント開催の希望があった場合に

は、町としても可能な限り受け入れていきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 答弁ありがとうございます。 

  その中で、今町長のほうから業務委託内容、こちらのほうは非常にわかりました。その中

で、東伊豆町の造園事業組合に年間委託をしている、これは今まであったツリーハウスとか、

芝生広場にプラスアルファというような形で考えておりますが、間違いないでしょうか。こ

この委託を引き続きそこに行うということなんですけれども、年間で多分同じ金額ではやっ

ぱり委託は厳しいかなと思うところで、親水公園ができたことによって年単位の委託料とい

うのはどれほどふえたのかということ。あとは町長の答弁の中に、親水施設の清掃管理とい

うのが書いてありますが、運転期間中に週１回とありますが、親水公園として年間の利用で

はなく、運転期間中というのは営業時間というか営業期間があるという形になるのでしょう

かということをお伺いしたい。そして、この事業なんですけれども、静岡県の内陸フロンテ

ィア推進区域指定事業ということで申請を昨年していると思うんですけれども、その中の申

請の中に、この親水広場、ただの観光整備だけではなく、有事の際の簡易水槽の使用という

記述がございます。このとめてしまうという中で、簡易水槽というところについて支障はな

いかということを教えていただきたいと思います。 
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  また、２番目のところで、子供を連れて遊べる環境整備が必要の考えからということで進

めているということでございます。クロスカントリー周辺の整備に関しては、以前からあり

ますアスレチック広場等ございまして、ちょっと距離が離れているというのもございます。

そこにツリーハウスができて芝生広場ができまして、今回親水公園ができたとういことにな

りますが、当然新しい設備ができるとなると、年間のランニングコストがちょっとふえるの

が心配しているところと、年数がたてば当然修繕費というものを考えなければいけない。そ

して、年数たてば、やはり危険が増して撤去等考えなければいけないと。こういうものが将

来的にやっぱり町民にかかってくるのではないかというところを私心配しております。 

  経済効果については、なかなか無料で単体で見込めるものではないよということですが、

５月に行われたレインボーディスコクラブ2015、確かに4,000名とほとんどが東伊豆町外の

方々だとお伺いしております。そういうところで来ていただいて、３日間キャンプを張って

いただいたりとか、町の旅館に泊まって経済効果が一定あったというふうなお話を聞いてお

りますし、昨年のＯＭＭ、オリジナルマウンテンマラソン、こちらのほうもかなりの参加者

がいて、クロスカントリー広場周辺でキャンプを張っていただいて認知度が上がったかなと

思っております。こういうイベントをどんどん町のほうで誘致をしていただいて、増えたラ

ンニングコスト、そして将来的な修繕費等を賄える経済効果の試算というものを、少しお考

えをちょっと聞かせていただければと思います。 

  そして、私も小さい子供がいますので、時々芝生広場、クロスカントリーのところ、遊び

に行きます。芝生広場のところなんですけれども、ツリーハウスがあって芝生広場があって、

今度親水広場ができ上がるんですが、あそこにちょっと今トイレがありません。私の子供も

まだまだ小さいですから、トイレと言ったときに、やはり駐車場のほうまで戻らなければい

けないとなったときに、子供の足だと約５分ぐらいかかってしまいます。急ぎの場合もあっ

たりとかすると、なかなかそこの場で滞在時間というのが短くなってしまったりとかする問

題がちょっとあります。これは町内の同世代の子を持つお母さん方からも同じような意見が

ありまして、町として今後トイレの設置予定というのがあるかということをお伺いしたいか

と思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、第１点目の管理業務委託、これちょっと造園工事さんに一括し

てやっている、ツリーハウスも当然入っています。それがどれだけ金額が上がったというの

はちょっと手元にないもので、後で笠井議員にはお知らせしたいと。 
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  それで、これ水を出すの半年でございます。基本的には明るい時期、基本的には夏だと。

４月から半年ぐらいの感じで、６時間、そういう計画の中でやっております。そういう中で

やっぱり水道使いますもので、基本的にはもうその時間以外はとめちゃって、一応自分の考

えはやっぱり後の管理が容易じゃないものですから、もうその日のうちに抜いてしまおうか

と考えております。やっぱりずっとためておきますとある程度水も濁りますもので、そんな

中で１日ごとに６時間やったものを抜く。そうした中で、またいろいろ落ち葉のこともあり

ます。落ち葉がたまってどうなったとか、やっぱり水を抜けばある程度そういう落ち葉の清

掃も大分楽になると考えておりますもので、町といたしましてはその方向でやっていきたい、

そういう考えでございます。 

  さらに、内陸フロンティアは一切関係ありません。基本的には内陸フロンティア、町がや

りましたけれども、基本的には内陸フロンティアになったことでメリットありますかという

と、県は全然ありませんよということを言いました。このやつは地域の元気臨時交付金とい

うやつでやっております。基本的には総事業費3,358万円の中で国県が1,500万円、交付金が

1,718万円、町の一般財源140万円で、基本的には3,358万円のやつを一般財源140万円でこの

施設ができたということは御理解願いたいと思います。基本的には内陸フロンティアではな

く、地域の元気臨時交付金、これでやっておりますもので、その辺はちょっと御理解願いた

いと。 

  そういう中で私が一番うれしいのは、やっぱり観光も大事ですが、子供たちが喜んでこの

場で遊んでいる。基本的には熱川幼稚園の子がこの前行ったときも、稲取幼稚園が遠足行っ

ても、そこで親子で触れ合って大変よかった。そして遊具、これも使って大変楽しかったで

すと声を聞いております。そういう中で、町といたしましても地元の子供たち、稲取保育園

の子も使っています。７月になれば本格的に行きますもので、親水公園にも行きますもので、

本当子供たちは喜んでおります。そういう中で、子供たちも喜ぶ、さらに観光に対してもレ

インボーの中で大変すばらしいロケーションだということを言ってくれておりますもので、

基本的には、やったことによって私はある程度子供たちも喜んでおりますので、これはよか

ったかなと考えております。 

  だから、つくったからにはやっぱりいろんな人に使ってもらいたい、そう考えて。要する

に一般財源が140万円で3,500万円、本当５％のお金でできた。やっぱりこれは職員が大変い

い事業を持ってきたということ、これはやっぱり職員を褒めてやっていただきたい。やっぱ

りそれだけクロスカントリーコースと、大変すばらしいロケーションですから、これはもう
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つくった以上は皆さん方にどんどん使っていただきたい、そう考えています。管理に対しま

しては、本当に皆さん心配してくれておりますもので、その辺は皆さんの心配がなくなるよ

うな方向で町はやっていきたい、そう考えておりますので、よろしくお願いします。 

  さらに修繕費の関係、これは当然年がたてば当然修繕費はかかってくるのが普通でござい

ますもので、それには笠井議員が言ったように、いろいろなイベントとかの収入得た中でそ

れを充てる、そういう方向で町はやっていけば大変ありがたいなと感じております。そうい

う方向でどんどん使っていただきたいと考えています。 

  さらにトイレの関係、これ本当そのときはまた幼稚園の人、子供たちもやりました。やっ

ぱりトイレが遠いの大変不便ですということを言われました。やっぱりそういう中でいろい

ろ実績を重ねた中、本当にトイレ、今幼稚園の利用しかありませんもので、今度稲取保育園

の子供遊ぶでしょう。それでやっぱりトイレが絶対必要だ、本当に欲しいよという要望があ

ればやっていきたい。基本的には自分はやっていきたいんですが、やっぱりその実績を見た

中で、これはトイレは整備していきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いた

いと思います。 

  イベントをやることは経済効果がある、先般言ったように、その経済効果どれだけあるか

わかりませんけれども、やっぱり飲食店、または宿泊、いろんなことがありますもので、当

然その経済効果というのはあるとは考えておりますけれども、それが幾らになるかは、ちょ

っとそれは把握できないと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 

  トイレのことに関しては、御要望があればということで前向きに検討していただけるとい

うことで、わかりました。 

  先ほど内陸フロンティアの推進区域の事業ではないよということなんですけれども、すみ

ません、昨日私、静岡県のホームページ見てきたところによると、一応内陸フロンティア推

進区域第２次指定という形で、こういう形で資料が出てきていますよということで、去年の

推進区域の指定申請概要調書というもの、こちらのほう見させていただいたときに、昨年９

月の議会にて補正予算可決という形があったものですから、それを触れさせていただきまし

たというところでございます。 



- 115 - 

 

  修繕費のことは、町のほうの経済効果をちょっと増やしていただいてなるべく充てていた

だくような形、町民の負担が増えないような形をしていただきたいと思います。 

  そして、もう一つ、アスレチック広場のほうも、ぜひ町民の方から、やはりアスレチック

一部使えないものが長くあるということで御意見もいただいております。あわせて稲取高原

ということで、そちらの整備のほうも一緒に考えていただいて、一緒に周辺の設備というこ

とで誘客に随時使っていただければと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、笠井議員が県から資料をとった中で、基本的に内陸フロ

ンティア、県のほうが伊豆半島の賀茂地域にないもので、何とか東伊豆町にお願いしたいと

いう中で、基本的に内陸フロンティアの条件で、防災プラス観光というのがあったんですよ

ね。それで今やっている親水広場、ちょうど観光になるので、これならちょうど内陸フロン

ティアに県のほうも申請できるものという中で、一応内陸フロンティアの中で観光の中でそ

んな配置かと自分自身は認識しております。やっぱりお金のほうはあくまでも実際内陸フロ

ンティア、やっぱり内陸フロンティアになってから何かメリットあるかというと、メリット

なんか全然ないですと、これはもう再三議会のほうに言っていますが、当然内陸フロンティ

アといったらある程度メリットがあると思ったら全然ないもので、その辺は名前だけという

ことは理解していただきたい。それで、やっぱりさっきの地域の元気臨時交付金、これで整

備したということは理解願いたい。 

  さらに、アスレチックのことも出ました。やっぱりアスレチックも総合的な中で整備して

いきたいと考えている。やっぱり悪いものは直して、悪いものはこれは撤去していきたいと

考えております。今後また、クロスカントリー、総体的な中でまた議会の皆さん方と相談し

ながら、こっちに来たほうがいいとか、またいろんな面で相談いたしたいと考えております

もので、よろしくお願いいたしたいと。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、学校教育現場におけるＩＣＴの現状についてを許しま

す。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 学校教育現場におけるＩＣＴの現状について、少しお伺いをしたいと
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思います。 

  こちら、平成21年に学校ＩＣＴ環境整備ということで補正予算があり、整備を行っている

と思いますが、５年ほどたちまして現場での活用内容はどうなっていますかということと、

今後、教育現場でのＩＣＴ等の設備導入と活用方法はどのように予定しているか、こちら教

育長のほうでお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） この関係につきましては、教育関係でございますので、教育長より答

弁させますのでよろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

（教育長 黒田種樹君登壇） 

○教育長（黒田種樹君） 笠井議員の第２問、学校教育現場におけるＩＣＴの現状についての

１点目、平成21年に学校ＩＣＴ環境整備を行っているが、その後５年経過し、現場での活用

内容はどのようになっているか。そして２点目の、今後、教育現場でのＩＣＴ等の設備導入

と活用方法はどのように予定しているのかについては、関連がありますので一括してお答え

をします。 

  平成21年度の学校ＩＣＴ環境整備事業において、町内全ての小中学校に児童生徒用のパソ

コンの入れかえ、そして教員用のパソコン、電子黒板、大型テレビ、プロジェクター、校内

無線ＬＡＮ等、設備・機器の導入を行いました。ＩＣＴ環境の充実は、これからの時代を担

う子供たちにとって大きな意味を持つものと思っております。 

  教育現場では、導入当初はそれだけの機器をどのように効果的に活用したらよいのかとい

う声もありましたが、ＩＣＴの教育事例などを参考にし、現在では、これらのＩＣＴ機器の

活用が日常的なものとして授業、業務が行われております。 

  具体的には、パソコンの利用はもちろんのこと、電子黒板、大型テレビ，プロジェクター

あるいはＤＶＤ動画、プレゼンテーションソフトなどを活用することで、グラフ、資料など、

そういうものを使用したりして授業への効果的活用が図られているところです。 

  児童生徒にもこれらの機器を活用することで、調べ学習や発表などに効率よく取り組むこ

とができた、授業においてより集中力が増したなどといった効果があらわれています。 

  本年度、小学校においては、教科書が新しくなったことにあわせて、デジタル教科書や教

材の購入を行い、時代に即したＩＣＴ教育を推進したいと思います。また、来年度は中学校
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でも教科書の改訂が予定されておりますので、それに対応したいと考えております。 

  設備機器等につきましては、導入から５年が経過しました。本年度は全校においてサーバ

ーの入れかえ、セキュリティー対策ソフトの更新、あるいは周辺機器等の更新を実施したい

と思います。 

  今後も、当町の財政事情や教育環境の動向を見きわめた中、教育現場に適した対応をして

いきたいと考えておりますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 

  ＩＣＴの環境整備の現状ということで御質問させていただいて、小中学校に児童生徒用の

パソコン等、あとは電子黒板、プロジェクター、校内無線ＬＡＮの設備導入というのを行わ

れたということです。こういう時代ですと、だんだん生徒さんたち、小学校、中学校なんで

すけれども、学校以外の部分でもこういうＩＣＴ、インフォメーション・アンド・コミュニ

ケーションテクノロジー、ＩＴと言ったほうがわかりやすいかもしれませんが、触れる機会

がが増えております。今回リース期間満了について、今年度サーバーとか校内ＬＡＮ、セキ

ュリティーの更新もしていくということなんですけれども、設備導入とか、あとは小学校の

教科書改訂で電子教科書というものを入れたよということで、来年度は中学校もちょっと検

討しているということなんですけれども、この設備導入とかソフトの導入とかに関してなん

ですけれども、アドバイザー的な方というのはいらっしゃるのでしょうかというのが一つ、

ちょっと教えていただきたいと思います。 

  また、この東伊豆町なんですけれども、ＩＣＴ教育に関してなんですけれども、今後将来、

どんどんＩＣＴというのが必要不可欠になっていくと私、考えておりますが、教育の部分、

あとは町の住民に対してですけれども、もう推進委員みたいな現状と研究、そして対策をし

ていくような委員会みたいのはお考えがあるかを、ちょっとお伺いしたいと思います。 

  そしてもう一つ、今ハードの部分でお伺いをしてきましたが、ソフト面でちょっとお伺い

をしたいかと思います。ＩＣＴ教育、当然学校で生徒さんたちが触れてパソコンとかプレゼ

ンテーション、パワーポイントを使ったりとか、あとは最先端なところでいくと、タブレッ

トを使ってその場でもう生徒さん書いたものが電子黒板に反映し、それを全員で協議をする

なんていうところの事例、たくさん出てきています。あとはほかの地域、武雄市だったりと

か、この近くでいうと三島市なんかはそうなんですけれども、学校同士がＬＡＮでつながる、
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他校との同時の学校、ＩＣＴを使った授業の進め方等もあります。こういうことを使ってい

く中で、実は学校が生徒さんに教えるというのも一つ大事なところがあるんですが、保護者

の方々のＩＣＴに対する反応というものが何かアンケート等あれば教えていただきたいなと

いうことがあります。 

  そして、これは全国的に、全世界的に問題にはなっているんですけれども、スマートフォ

ン、タブレットの低年齢化、低年齢で保有をしたりとか使用するということが進み、ニュー

スでもあると思うんですけれども、正しいインターネットの使用方法、ＳＮＳ、フェイスブ

ック、ＬＩＮＥ、ツイッターというもので問題が教育現場でも起きていると思います。この

東伊豆町でＳＮＳ等、インターネットが家庭環境で使い方、父兄様たちにはどのように意見

を酌み取って町として対応しているか、もしやっているのであれば教えていただきたい。そ

して、今後そういうふうな勉強の場を増やしていく予定はあるかどうか、わかれば教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 町でわかる範囲で、私が答弁いたします。現場のことは教育長が。一

応ＳＮＳ、これ本当に問題でございます。町といたしまして社会教育、いろんな面で問題、

高校におきましてもいろんないじめとかそういう中で使われていた。検討はしておりますが、

なかなかいい結果が出てこないというのが現状でございます。これは当然、現場のことは教

育長のほうがよくわかる。町のサイト、そういうことは委員会の中で話し合いはしていると

いうことだけは理解願いたいと思います。ほかのことは教育長が。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御質問ありがとうございます。 

  まず、子供たちが学校以外でもそういうＩＴ関係、これから利用していく、そういう社会

であることはそのとおりだと思います。それについてのハードに関しての御質問ですけれど

も、アドバイザーの方がいるのかということですが、直接今、学校が御意見を日常的にお聞

きするという、そういうアドバイザーとしての立場の方はいらっしゃらないんですが、パソ

コンを使っている間にハード・ソフト的なトラブルはやっぱり機械ですからありますので、

そういうメンテナンスとか修理とか、そういう面でアクトコンピューターさんと契約をして

おりまして、各学校の修理等、対応の契約を一括でしております。そのアクトコンピュータ

ーさんに来ていただいたときに、こういう機器、こんな使い方とか、こんなふうにするとも

うちょっと効率的だとか安全だとか、そういうような御意見を聞くことはあります。 
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  それから、ハードはそういうところなんですが、あと、使い方のアドバイスということで

は、契約しているとかアドバイザーということではないんですが、例えば静岡県には総合教

育センターという教育の集中的な機関がありまして、そこでは情報教育についての担当の指

導主事もおります。使い方でわからないときとか指導を仰ぎたいときには、そういう県教委、

あるいは総合教育センターの担当の方にお伺いするというようなことはさせていただいてお

ります。 

  それから、そういうＩＣＴの関係で推進委員、あるいは研究委員等の方はというような御

意見というか、御質問がありましたが、現在は今お話ししたようにアドバイザーさんも特定

しておりませんので、そういう委員の方もいらっしゃいません。ただ、これから、もう一つ

お話があった子供たちの使い方とか、教育上使っているＩＣＴの機器が子供たちの手で家庭

でもどんどん広がって教育的な使い方がされるというようなこういう時代で、使い方におけ

る子供たちの心配な面もありますので、学校だけではなかなかそういうハード、それからソ

フト的、子供たちの使い方の面、あわせて学校だけではなかなか対応できない難しい社会状

況になっていくなというふうには思っております。そういう場合に、より専門的な、あるい

はそういう知識を持たれた方に御意見を伺うような、そういう委員会というんですか、推進

委員会あるいは研究委員会等御意見いただく、そんな組織がつくれたらいいなと思いました

ので、ぜひ参考にさせていただいて、これから考えていきたいと思います。 

  それから、ソフトの面で、保護者のアンケート等があればということですが、直接今のＩ

ＣＴの利用に関して直接的なアンケートをしたということは、最近は学校ではありません。

ただ、毎年学校教育を評価するという点では、学校評価といって学校の教育活動について保

護者の方の御意見をいただくとか、そういうアンケートはしております。その中に、御意見

がある方は書いてくださるのではないかなと思いますが、最近ではそういう点で課題とかこ

うしてほしいとかということの要望があったということは、町内の高校からは私は聞いてお

りませんけれども、もし御意見のある方はそういうところで書いてくださるかなと思います。 

  それと、町長もちょっと先ほど話がありましたけれども、スマホとかタブレット、インタ

ーネット、そういうものの利用の中で、子供たちがトラブルに巻き込まれたり人間関係を壊

したりするような、そういう心配は当町においても当然あります。これまで学校で指導して

いる教育的な機器の利用等は学校の中では当然使い方の指導、それからそれを踏まえてセキ

ュリティーとかそれからネットに関する最低限というか、基本的な知識等の指導はしてきて

はおりますが、それ以上に個人の持っているスマートフォンとか、あるいはネットにつなが
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るゲーム機なんかもそうだと思いますけれども、そういう中でＳＮＳとかいろいろな子供た

ち同士、あるいはいろんなところにつながるそういう環境で子供たちがトラブルに巻き込ま

れるというようなことは、心配は学校でもあります。 

  当町の学校の中で聞いているのは、子供同士がフェイスブックとかそういうところで、あ

るいは通信のＬＩＮＥとか、そういうような中でお互いにつながっているという今の状況の

中で、ちょっと友達に誤解を受けるようなそういう言葉を送ってしまうというようなことか

ら、人間関係がちょっとこじれそうになっているような、そういうトラブルは少しずつは聞

いております。ただ重大なことにつながったということはこれまではまだありませんが、今

後そういう面での心配もありますので、学校内の教育機器、ＩＣＴの利用に関する指導だけ

でなく、そういう社会の中での機器の使い方とか人間関係のあり方、そういう利用の仕方に

ついても、学校でも当然指導していく必要があるかなと思います。それは当町だけの問題で

はありませんので、文科省と国のほうの施策としても教育施策としても、必要なことはでき

るだけ考えていただいていると思いますので、そういうところも検討しながら進めていきた

いと思っています。 

  それと、指導の一環として、あるいは保護者へのそういう問題の周知、あるいは啓蒙の一

環として、ここのところ、各校でＰＴＡ等でそういう子供のスマホとか携帯の利用について、

使い方の研修等をＰＴＡ活動の中で研修会を開いたり、それから稲取小学校でも児童の携帯

講座というんですか、携帯というかスマホの講座をこれまで何回か開いたりしております。

それで十分ではありませんけれども、今申しましたように、これからの国の施策や、県教委

の指示あるいは町の状況を考えながら、その点について考えていきたいなというふうに思っ

ております。 

○議長（村木 脩君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） すみません、ありがとうございました。 

  その中で、これは学校教育からちょっとずれてしまうんですけれども、ちょっとお話をさ

せていただきたいかと思います。 

  ＩＣＴに関しては、今教育長がおっしゃったとおり、学校だけでは生徒に使い方を教える、

なかなか学校の中だけでは難しい問題だと思います。というのは、やはり家庭環境に帰って

しまいますとインターネットつながるもの、子供のことでいうと、ゲーム機等でもインター

ネットがつながるのが当たり前になっています。インターネットのやはり怖さとか便利さと
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いうもの、もろ刃のところをやはり親からちゃんと指導を子供にしていかなきゃいけないな

と思っています。当然学校でもしていただく必要があるんですけれども、そこで町を挙げて

というか提案なんですけれども、やはりこの東伊豆町、だんだん人口も減っております。そ

れで65歳以上の人口が増え続けていく超高齢化になってくるんですけれども、一つ事例とし

て、長崎県のちょっと壱岐の話をさせていただけたらと思います。 

  長崎県の壱岐というところがありまして、そこに三島地区という地区があります。ここが

地域支え合いＩＣＴモデル事業というものをやっております。これは何かといいますと、そ

この100世帯ぐらいしかない小さな地区なんですけれども、65歳以上の方の比率というのが

40％を超えております。これは何をしたかというと、各家庭のテレビにインターネットをつ

ないで、高齢者でも操作ができる画面サービスというのを導入をしたという事例がございま

す。これで何ができるかというと、今問題にもなっていますハイキャットが城東地区には入

らないという問題の解決にも一つなるのかなと思っていますが、この三島のところだと、ふ

れあいチャンネルという名称で、壱岐情報箱といって、市内の情報を市役所、公民館、漁協、

農協からのお知らせだったりとか、イベントカレンダー、あとはイベント情報を支援員とい

う方がカレンダーに登録をして住民がチェックができる機能と、映像、写真のニュースとい

うものを独自で配信をしています。ニュース・アンド・ラジオチャンネル、これはアプリを

利用してという形ですが、やっております。 

  これのいいのは、お金がかかるところが東伊豆町にいきなりこれをやるというのはなかな

か難しいところだと私は思うんですけれども、町全体がＩＣＴというものにちょっと取り組

んでいただく。学校教育、せっかくＩＣＴの環境がありまして、子供さんたちは触れ合って

いるよ。じゃ、大人の方、ちょっと年の方どうですかといったときに、いや、まだまだパソ

コンがよくわからないよ、インターネット便利だけどよくわからないよという中で、三島の

ふれあいチャンネルというのは非常にいいのかなと。65歳以上がパソコンを使う、なかなか

つきっきりであればいいんですけれども、テレビで大きく出てくる、そしてこれがテレビの

電源のオンオフを管理ができるという機能を持ち合わせております。テレビのオンオフをす

るということは、イコール65歳以上の方々の見守り、これがインターネットを通じてできる

ということで、こういう事例がございます。 

  東伊豆町においても、これから先、高齢化が進んでまいります。学校教育でＩＣＴという

ものを推進して導入をしております。町としてもインターネットを使った便利な部分という

のは少し検討していき、長期的な目で導入をしていきながら、町全体としてインターネット、
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パソコン、タブレット等の部分、よりよい部分を伸ばして町民のために活用していけたらと

私考えております。その中ではなかなか予算という問題が出てきますが、ただ便利な部分に

関しては、私、多少町民に理解をしていただけるのではないかと思っております。 

○議長（村木 脩君） 笠井議員、質問の途中ですが、学校教育現場におけるということです

ので、その辺は手短にお願い申し上げます。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） はい、わかりました、すみません。 

  そういう事業を町としてひとつしていただけたらなと思います。学校教育もそうですけれ

ども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、笠井議員から長崎の壱岐ですか、三島地区、これ提案されました。

本当、今一番町が困っているのは、城東地区において町の情報をいかに流そうかということ

を苦労しております。これはちょっとどういう事業か、またどんなようか、ちょっと検討さ

せていただきました中で、これが費用が多少かかっても、ちょっとこれは検討させていただ

きたい。やっぱり奈良本・北川の城東地区の区長さんたちからも、やっぱり町の情報がなか

なか流れてこないということも言われておりますもので、その辺は検討した中で、このシス

テムを使った中でそういう町の情報が城東地区の方に素早く流れるということは大変よいこ

とですから、これはちょっと検討させてください。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、１番、笠井議員の一般質問を終結します。 

  一般質問の途中ですが、この際、午後１時まで休憩をします。 

 

休憩 午前１１時３７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ、再開します。 

  午前に引き続き、一般質問を行います。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 山 田 直 志 君 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員より、一般質問で掲示板を使用したいとの申し出があ

りましたので、これを許可します。 

  次に、14番、山田議員の第１問、定住促進についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 通告に基づきまして、質問をさせていただきます。 

  新人の議員がちょうど出てきまして、いろんな新しい感覚で質問されるので、負けないよ

うに私も精進して頑張りたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

  まず第１問、定住促進について質問をします。 

  定住化を推進する中で、農業を活用する取り組みが進んでいます。町では耕作放棄地など、

未利用農地の活用について、これを貸し出す準備等は進んでいるでしょうか。 

  また、未利用農地や地域の条件を生かした定住化を図る上で、総務省が取り組みを進めて

いる地域おこし協力隊が成果を上げておりますが、町としての活用についての考えはいかが

ですか。 

  次に、商工会に補助金を出し、旅館の人材確保などの取り組みとして交流定住促進事業を

進めていますが、その実績と課題について、どのように現状を把握しておりますか。お願い

します。 

○議長（村木 脩君） 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、定住促進については３点からの質問ですが、順次

お答えいたします。 

  １点目の耕作放棄地など未利用農地の活用について準備はについては、ですが、山田議員

も御承知のとおり、農地につきましては農地法等でいろいろ制限がありますので、定住促進

のために個人が所有する未利用農地の活用についての準備は行っておりません。町が所有す

る稲取地区の未利用農地につきましては、現在静岡県と共同で市民農園を整備しております

ので、この施設の利用者が東伊豆町での農業体験や滞在をすることで移住定住の促進につな

がるものと思っておりますので、農業を通じての準備と捉えられると思います。 
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  次に、２点目の地域おこし協力隊の活用はについてですが、地域おこし協力隊は都市地域

から最長３年間住民票を移し、さまざまな地域活動や事業への従事をいたします。総務省の

報告を見ますと、６割が任期後も定住もしくは地域協力活動に従事しているという結果が出

ており、国も３年後は３倍に増やしたいと力を入れている事業で、地方創生総合戦略の国の

地方への新しい人の流れをつくるという基本目標への有効な施策の一つと認識しおります。 

  そのため、昨年度より、当町導入を図るため、県外先進地視察等を行い、調査・検討をし

ているところであります。都市地域からも人を呼び事業を行うことが目的でなく、任期満了

後この地に残り、定住することが大きな目的であり、いかに定住を見据えた仕事を委嘱でき

るかが鍵となっているため、その部分を検討し、ぜひ活用していきたいと考えております。 

  次に、３点目の交流定住促進事業の実績と課題はについてですが、25年度より移住・定住

促進ＰＲ事業として商工会へ委託し、首都圏において若年層を対象にＵＩＪターン事業を展

開し、就職及び当町での起業、移住勧誘等のＰＲ宣伝を行っております。 

  実績につきましては、25年度では、旅館・ホテルへ12名の就職者、26年度には、旅館・ホ

テルへの13名の就職者があり、今後も継続し、交流定住促進事業として実施してまいりたい

と思います。 

  定住につきましては、若年層のコミュニティーの場が少なく、住環境はよいが出会いの場

等がなく、町を離れていく若年層も少なくないと伺っておりますので、地域コミュニティー、

出会いの場をつくるなどし、定住促進につなげたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず、町長、１点目の耕作放棄地、未利用農地の関係ですけれども、

確かに言われたように農地法はあります。しかし、農地の貸し出しとか、当然国としては中

間管理機構等の取り組みはあるわけだし、当然貸し出しもあるわけです。現状でも今まだ農

業として活用しているけれども、いっぱいいっぱいという状況というのは、農家の高齢化に

よってかなり潜在的にもあるわけですよ。ここのところをしっかりやるということが一番大

事なところだと思っています。地域おこし協力隊の部分でも、大半は農業に関する部分で地

域に入っていただいているというのがやっぱり実情としてはあるのではないかというふうに

考えるんですね。そうすると、やっぱりこの分野で、現状の耕作放棄地のところも、かとい

って、耕作放棄地をそのまま、じゃ、地域おこし協力隊であれ、誰かして移住をする人に貸

し出したって、それを利用できるまでにするところから本当に金かかってくるわけなので、
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やっぱりこの辺は農地として今活用しているけれども、今後活用したい人があったら貸して

あげるよというような部分というのもやっぱり把握して、そういう受け皿をつくるというこ

とが、これから定住促進、または町長、来年度からやるとは言っていませんけれども、今後

やるということも考えたときに、そういうやっぱり受け皿を準備するということが必要にな

ってくる。 

  同時に、今一番私ども考えなきゃいけない問題として、今年度の農業白書というのが農林

水産省から出されました。この農林白書の中で、今回特に強調されている問題は何かという

ことでいうと、農村における人口減少と田園回帰の動きがあるというのが、今回の農業白書

の一つの特徴となっております。都市に住む若者を中心に、農村への関心を高め、豊かな環

境や新たな生活スタイルを求める田園回帰の動きや、定年退職を契機とした農村への定住志

向が見られるとともに、農村においてもコミュニティーの維持や活性化への取り組みが増加

をしているということで、これは内閣府のほうでとった農山漁村に対する世論調査等でも、

この定住化等々に非常に関心が高まっているということについての数字的なデータもある。

これがやっぱり現状としては、地域おこし協力隊等でやっぱり定住化が促進されている一つ

の理由というのは、こういうやっぱりかなり広範囲に、特に20代や50代、60代というところ

に、そういうところに関心がある人たちがやっぱりいるという、これは僕は後づけのデータ

だと思うんですよ。 

  同時に、これは政策として、農林水産省で町のほうの要綱もありますけれども、青年就農

給付金というような事業がここできて、いわゆる年間150万円、７年間にわたって、当然農

業に対する研修から、また立ち上がりをして一定期間、やっぱり物になるまで国としても応

援していきますよと、こういうものがやっぱりあるということもあわせて、そういう今町長

言われたように、地域おこし協力隊も定住化をしてくるというのは、こういうやっぱり今都

会の人たちの中にある農村に対する関心の高さと、それに対してまた総務省の地域おこし協

力隊という400万円限度の３年間ですけれども、しかし農林水産省で見れば、150万円の７年

間と、こういうやっぱり制度がいろいろできているから、そこに人の動きができてきたとい

うことだと思うんですよ。だから、地域おこし協力隊だけで何かできるわけじゃない。 

  また、昨日来あるけれども、空き家が用意できれば人が来るかというと、やっぱりそうで

はない。やっぱりこれは移住していただくためには、それぞれ例えば若者や現役世代であれ

ば、仕事と子育て等の環境、そして家ですよね。退職世代であれば、やっぱり本当に楽しい

セカンドライフがあるのか、そこにまた医療などの生活環境はどうなのか。そして家、こう
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いうものをトータルに整備していかないと、空き家がありますというのでは、これは不動産

屋の広告と変わらない話になってしまって、移住しようなんていう気は誰も起きないわけで

すよ。やっぱりそういうことをトータルで考えていかなければいけないというのが、今町に

課せられているところではないのかなと。 

  地域おこし協力隊が別に農業に限るわけじゃありませんけれども、サポートする条件とい

うのはやっぱり農業に関して条件が非常に高いわけですから、これはこれでやっぱり農業に

対して、これはやっぱり新たな魅力を発見するという部分もあると思うんで、まちづくりに

おいてよく言われるような、よそ者、若者、ばか者の、いわば国が制度でこれをやろうとし

ているわけですから、こういう人たちによってそれぞれ気づかなかった魅力とか、そんなこ

とで生計が成り立つんだ、農業ができるんだというような新しい視点での産業振興というの

も、やっぱりこの地域おこし協力隊の持っている役割でもあり、果たしている役割でもある

わけで、これについてやっぱり総合的にやっていく。町もそういう人を導入することによっ

て、そこに向けて、その一人がどうやってこの地域で農業なりの経営をやっていくのか、商

業なり、また物づくりというものも、どうやってして生計を立てていくのかというサポート

をしていくということが、やっぱりあるんではないかなと。これはもう急いでやっていかな

いと、町長もう昨日も言っていましたけれども、本当にこの２年、３年、スタートダッシュ

でこけていたら、やっぱり先は始まらないんですよ。１人移住者をつくらなかったら、２人

目、３人目の移住者は出てこないわけでして、この点の取り組みを強めていただきたいとい

うふうに思います。 

  ２つ目の交流定住促進の関係なんですけれども、町長、実績で12人、13人というふうなこ

とを言われたんですけれども、現状で今残って働いている人というのは何人ぐらいいるんで

すかね。非常にあちこちで深刻だ、深刻だというふうな話、旅館、ホテルでも従業員確保と

いうのは難しいよという中で、この辺についてどういうふうな今の状況、残って働いている、

これ残って働いていなかったら定住促進じゃないわけですから。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、定住促進、地域おこし協力隊、これはもう早急にやると。昨年、

おととしですか、ちょっと笠間市でちょうど市民農園があったもので、一緒に笠間市に行っ

てやっている中で、地域おこし協力隊のこと研究してきました。その中でやっぱり制度は大

変でなかなか受け入れ、やっぱり地域がちゃんと受け入れてくれなければ、いい事業であっ

てもやっぱり来た人はすぐ帰ってしまうということで、まず地域の受け入れがまず大事です
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ということは言われました。そういう中で、やっぱり大変いい事業で、やっぱりお金もほと

んどまた国のほうもこの施策を進めておりますもので、町としても新年度、できれば来年あ

たりこれをやっていきたいと、そういう考えでおります。 

  そういう中で、今言ったように、いろんな地域、これ農業ばかりではなく観光も、笠間市

はちょっと観光とかそういう面の産業、商工、そういう面でもありまして、また陶芸でもあ

ったような感じがあります。やっぱりその地域の特色を生かした中で、やっぱり地域の魅力

がなければ幾ら募集しても地域おこし協力隊来ませんもので、まずこの東伊豆町の地域の魅

力というのをまずＰＲしなければ、幾ら地域おこし協力隊をお願いしても、その人たちが来

てくれませんので、まずこの東伊豆町、農業ではこういうすばらしいものがありますよ、ま

た観光ではこういうすばらしいものがあります、漁業ではこういうすばらしいものがある、

そういうことをＰＲしなければ、幾ら町がやりたくても、地域おこし協力隊の隊員がこの町

に来てもらえないので、まず町のよさをＰＲすること、これはまず大事だと私は考えており

ます。 

  そういう中で、農業の担い手としてですと、これ当然農家に入った中でまたそういう指導

をしてもらう。やっぱりそのためには、指導する人の人柄、また地域、そういうことが全体

になって地域おこし協力隊の方に協力した中でやっていただければ大変ありがたいと思いま

す。その中の７年で150万円、うちの町も今１人います。そういう中で、果たしてこれが一

般の人もいるから、やっぱり農業に今専従している人がこのやつを持っています。それで農

業専従者が何かあってもこれもらえないと思うんですよね。だから、そういう中でいろんな

ことありますが、そういう中でやっぱり若い者がせっかくこういう機会がありますもので、

若手の後継者がやっぱりこういうのある程度要件あると思うけれども、要件に合ったならば、

当然これはどんどん使っていただいければ大変町はありがたいと思います。やっぱりそうい

う中で地域おこし協力隊、やっぱり一つ定住にもなるし町の活性化にもなると考えておりま

すもので、町としてはできるだけ28年度にはこれは手を上げていきたいなとは考えておりま

す。 

  さらに、ＵＩＪの仲居さん、どれだけ定住しているか。26年度は12人のうち３人がやめた。

そして27年においてはまだやめた人はいない。しかしながら、やっぱりさっき言ったように、

この町に対してやっぱりそういう出会いの場、コミュニティーの場ないということは、私は

先ほどの誰かの質問のとき言いましたけれども、やっぱりそういう場が欲しいよということ

は言われておりますもので、定住を促すためにはやっぱりそういうコミュニティーの場、ま
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た町の明るさ、そういうことは絶対必要と考えておりますもので、そういうまちづくりをし

ていきたいなとは考えております。 

  本当、当然空き家だけではなく、私、今うちの町は観光が主産業でございますから、基本

的には町がＰＲするにはやっぱりある程度福祉、厚生、これがしっかりしなければやっぱり

幾ら逆に来ないと思いますもので、福祉、厚生がちゃんとした中でうちの町にはこういう家

賃補助もありますよということを言いながら、それは当然ＰＲしていかなければ、ただ空き

家があるから来てください、これ絶対来ませんので、まず安心して働けるそういう場所、そ

れがなければ町としてもそういう空き家対策は当然できないと考えておりますもので、それ

が充実した中で空き家対策はやっていきたい、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。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、魅力があるとかないとか、魅力をどうアピールするかという

のは、多少地域おこし協力隊でいろんな場で町のことを宣伝するということの中では、多少

はあろうかと思うんですけれども、魅力がどうのこうのというよりか、魅力はやっぱりそれ

ぞれある面この部分ではこういう参加された方々が新しい魅力を開拓をしてくれるという部

分が実際のところで、やっぱり実際は来てもらったりいろいろしていく中で、ここにどんな

可能性があるかなというものを感じていただかないと、やっぱりなかなかそれは進まないの

かな。あらかじめ魅力があってあれだったら、別に何にもしないだってそこへ人が来るはず

なんですよ。だけれども、自分たちだけでやっぱり町の人間だけではその魅力というものの

打ち出しがしっかりできないから、よそからの人が来ていただいて、新しい視点で町の魅力

をやっぱり発掘をしたり探していただくというのが、こういう取り組みのやっぱり一ついい

ところではないかなというふうには思うので、だからそういう人たちが本当に困ることをサ

ポートしていく。 

  ただ、先ほど商工会がやっている交流定住促進事業でも、商工会なんかも、勤めてくれた

らよかったなで終わっているところがやっぱり問題なわけで、じゃ、２カ月に一遍ぐらい、

じゃ、夏になったから暑いしさ、じゃ、みんなで外へ行ってバーベキューやりながらやっぱ

り交流してみようよ、じゃ、みんなで交流もしたけれども、じゃ、ちょっと夏だから、海だ

から、漁業の若い人たちなんかとも交流してみようよとかと、こういうことを普通はしてく
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れているのかなと思ったら、どうも余りそういうことはないと、どうも話からするとね。じ

ゃ、秋にススキのイベントやるんだけれども、当然そういう人たちにススキのイベントも来

ていただいて、じゃ、帰りがけミカン食べていただいたりいろんなこともあるんだろう。だ

から、そういうことはやっぱり事業も現状やっている商工会なら商工会なんかでも、やっぱ

りそういう形を通じていろんな意見、困っていることに対して、じゃ、こういうことなら町

なり商工会が応援できるよねというようなことというのがやっぱり必要なんだろうというふ

うに思います。 

  地域おこし協力隊については、ここのところ、４月以降やっぱりこれについてテレビの番

組でも取り上げられていまして、私も３つ、４つの番組を見たんですけれども、やっぱり農

業であればいわゆる経営振興会を初めとした方々がサポートをしていただく。また、観光で

あればそういうノウハウを持っているところが、商工会なら商工会がサポートしていただく。

やっぱりそういう部分で入ってもらって何とかじゃないとという部分があって、そこのやっ

ぱりサポートまで人を紹介してその人が協力したり、また人と人をつなげるような役割を担

っていくところでは、定住化というのはやっぱり進んでいるというふうに紹介されています

よね。だから、魅力があったらじゃなくて、そういう人と魅力をやっぱり一緒につくってい

くんだろうと思うし、そのための一つの起爆剤として地域おこし協力隊はあるというか、必

要なんだろうと私は思っています。 

  昨日発売されました週刊新潮に、田舎暮らしは集落より別荘地だというような記事があり

まして、でもやっぱりこれ読んでみますと、確かにそういう傾向はうちの町もあるよな。読

んでみますと、ノンフィクションライターの方が、集落がいいと田んぼもあっていいところ

へ行ったと長野のある地方へ行ったけれども、行ったらあんたどこの人だえ、どこの大学出

たんだ、家族は何してんだとことをたくさん聞かれて、おばあちゃんち何してんのと言った

ら何も答えてくれなかったと。何かありそうなパターンなんですよね。結局この方が長野の

集落のほうをやめて、八ヶ岳のほうの別荘地に今自分で古いやつを安く買って直しています

よというてんまつです。そういうことなんですよ。これやっぱりありそうなことなんですね、

うちの町なんかでもね。これはやっぱり今後の空き家の問題にしても、地域おこし協力隊の

中でも、今まで余り人が入ってこなかったりして、よそから来た人があると、お前は誰だい

みたいなところから始まるというのは、これはよくある話でして、これ笑えない話なんです

ね。でもそういうことが結果として人を逃がしてしまうということもあるわけなんで、これ

はこれで反面教師としていかなきゃならないのかなというふうには思います。 
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  いずれにしても、せっかく農業やいろんな都会での働き方、人材派遣だとか、そういうこ

とに対して、やっぱりそうじゃない暮らしをしたいというような雰囲気、向きもあるという

ことの中で、今地域おこし協力隊を初めとしたいろんな地方の取り組みというのが起こって

いるわけですから、そういうことをしっかり把握して、自信持ってやっぱり取り組んでいか

なければいけないのではないかなと。そうしなければ、１人が増えなければ２人、３人と増

えるということにはならないわけですから、まず１人を大事にしてここへ定着させていただ

きたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私が言ったこと、魅力あるって、まずこの東伊豆町へ来てこの地域を

よくしたいという、そういうこの町の事情を知った中で地域おこし協力隊の隊員ですか、そ

れをやらなければ、やっぱりある程度この東伊豆町に興味を持ってもらった中で、この東伊

豆町を自分はこうしたいという、そういうことでやっていただきたいと思います。 

  さらに別荘、これ山田議員再三言っている中で、今回私大変残念なのは、空き家バンクや

っている中で別荘はほとんど売買なんですよ。基本的には、じゃ、家賃として貸してやるか

ということまだ１軒もありませんもので、できれば別荘にでもそういうものが出てくれば、

また違った方向で今山田議員が言った方向でいくと思いますもので、できるだけ別荘の人も

貸す、そういう方向でやっていただければありがたいと。売買だけではなく、そういう中で

またこの東伊豆町の魅力をやっていただかないと。 

  そういう中で、来た人のアフター、これ本当商工会、本当は私はやったか見なきゃいけな

いと思っています。私、１年目に、某旅館で来た新入社員、全員一応役場に呼びました。そ

ういう中で食事をしながら、さらにクロカンのコース、桜並木も連れていきました。やっぱ

りそういうの町がやるのではなく、やっぱり実施をしている商工会、やっぱりアフターをち

ゃんとしなきゃ私はいけないと思う。そういう中でそういう若手の方から夏でもいいから、

年１回でもいいから、どこかそういう場所もつくってほしいということ言われております。

そういうまた再三再四、投げかけてもやっておりませんもので、やっぱりそのアフターとい

うのは大変だし、これは自分も思っていますもので、商工会も真剣になった中、今後町もま

た言っておきますもので、そのぐらいの気持ちでせっかくここに働きに来てくれた人、もう

既に十二、三人もやめたと聞いておりますもので、その人たちがやめないようなアフターを

十分してもらうように、また商工会には言っていきたい、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。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に第２問、敬老会実施事業についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第２問、敬老会実施事業について伺います。 

  昨日もこれ質問ありましたので、その辺まず簡略で結構ですけれども、敬老祝い金支給の

位置づけと役割についてはどういう考えでしょうか。 

  ２つ目に、見直しをした理由と、その考え方についてお伺いします。 

○議長（村木 脩君） 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、敬老会実施事業については２点からの質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  まず１点目の敬老祝金支給の位置づけと役割は何ですかについてですが、敬老祝金の贈呈

につきましては、長年、町の発展に寄与されてきた高齢者に対し、長寿を祝福し、敬老思想

の高揚を図るとともに、高齢者福祉の増進に寄与することを目的として実施しております。 

  高齢者に対する町民の理解や関心を高めることに加え、敬老祝い商品券をお配りしている

ことから、町内景気対策の一面も担っているものと捉えております。 

  ２点目の見直しをした理由と考え方は何ですかについてですが、昨日、鈴木議員にも答弁

いたしましたとおり、超高齢社会を迎えたことなどから、事業の継続について検討してまい

りましたが、税収減による財政の厳しさなどにより、見直しを行ったところでありますので、

御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 私は予算の審議のときも指摘をさせていただきましたけれども、や

っぱり僕は事業の見直しをしちゃいけないというふうには思いませんけれども、やっぱり問

題は、事業をどう見直すのかというところが今回は余り感じられなかったなと。言えば、予

算のときの御説明を聞いても、いろいろ予算を積み上げてやって、最後、町長査定のとき来

たら、やっぱり一般財源が足りないからどうもこっちを削ったという、長年の懸案だったん

で削ったというような印象を受けておりまして、結局帳尻合わせだったのかなと、こういう
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感じがしております。 

  私、敬老祝金だけの問題を取り上げたいわけないものですから、敬老会実施事業というこ

とを質問にさせていただいているわけなんですけれども、やっぱり近年の敬老会を見ており

ますと、参加者が激減をしています。元気な人が増えている部分と元気でない人が増えてい

る部分もあります。同時に、やっぱり老人会の加入者というのがもう大幅激減をして、700

人、800人というような1,000人を割り込んで、参加者がほとんど老人会なんかにも参加しな

いと、こういう今状況にあるわけだと思うんですね。だからここで敬老祝金という祝金の支

給のあり方を変えるということが私は問題じゃなくて、これだけやっぱり長寿社会になって

きたから、誰でも長生きをするという社会になったわけですから、長生きをしたことを何か

お金を上げようよということが見直されるというのは、ある面仕方ない部分はあるんだと思

うんです。問題は、じゃ、そういうお金が今高齢者や何かの生活にとって役立つ形に使われ

たのかどうかということが、一つの問題があると思うんですね。 

  そこでいうと、一番やっぱり問題になるのは、今、東伊豆のお年寄りの状況からしますと、

高齢化世帯というのがずっと東伊豆町は割合というのが、高齢者の中でも高齢者だけ、ない

し高齢者の夫婦だけで暮らしているという世帯が非常に多いわけですよね。またそれが増え

ているわけです。そういう中で、例えば今老人会にも参加しない、敬老会にも当然来られな

い、そういう方があったときに、そういうお年寄りが地域で暮らしていくときにどうなのか

なと考えると、社協や何かでいきいきサロンだとかいろいろやっていますけれども、これも

参加者もそんなに多くはありません。一番私、心配なのは、地震とか災害時にこういう状況

でお年寄りの人たちを地域がサポートできるのかな、こういう問題点というのが、今やっぱ

り新しく町の中にあるんじゃないのかな。 

  そうしますと、私はお金を見直すということだけじゃなくて、敬老会、お年寄りを敬うと

いうことは大事なことなんですけれども、今やっているような一つの会場でお年寄りを集め

てやるというやり方自体を根本から今見直すと。そうすれば、祝金を見直すよりもバスにか

かっている送迎代だとか、そんなものをもっと見直すこともできるはずだし、地域でやるこ

とによって１人でも多くの方が地域の皆さんと触れ合う場所を、機会をつくるというような、

別の意味で地域の方々、やっぱり区や町内会の方々、地域のやっぱり子供さん、そういう

方々と今触れ合うことというのないわけですよ、例えば婦人会なんかもないわけですから。 

  だから、そういう意味では、こういう敬老会というやり方が大半お金を配るという部分の

事業だったんだけれども、やっぱり本当に見直さなきゃならないのは、今東伊豆町の中で暮
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らしているお年寄りが今後ともやっぱり安心して暮らせるためには、お金を配るだけじゃな

くて、本当に万が一のときに、昨日も出ていたように、お年寄りが困ったときに何か手助け

していただけるとか、災害時や何かのときに本当にこの地域の方々がお年寄りをサポートで

きることがどこまであるのかな、こういうことを考えながら事業を見直すということが私は

必要なんじゃないかと思うんですよ。そうしないと、いつまでたっても何かお金を配ること

が目的のような敬老会というのか、その日だけの敬老じゃだめだと思うんですね。本当に地

域の中で本当にお年寄りを地域でサポートしていく、そのために必要なことは、やっぱりあ

る面コミュニティーの再構築というような部分が、今一番弱まっているところですから、そ

れをやっぱり強めるために敬老会実施事業の財源をそういうために活用すると、こういう見

直し方というものをしないと何か意味がない。 

  ただ体育館でやって町長が挨拶して、誰か挨拶してそこでやっていても、それはそれです

けれども、全然町民とお年寄りとの関係においては何の関係も出てこないですよ。町長の香

りにはなるかもしれません、町長が歌歌って。だけれども、それだけじゃやっぱりだめなわ

けですから、地域の中で埋もれちゃわないようにお年寄りを大事にする、またサポートでき

るような環境にコミュニティーを再構築していくというような視点で考えてみると、ただお

金を減らすという見直しのやり方は、やっぱりいいやり方じゃない。逆にお金の問題で言え

ば、やっぱり元気で長生きしている人は価値があったりするわけですから、元気な人たちを

どうやっぱり増やしていくかということとコミュニティーの再構築と、これやっぱり今高齢

化社会の中で課題なわけですから、そういう課題にどうこれを活用していくかということを

考えるべきじゃないかなと思いますよ。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 結局のところ、究極はもう老人たちが安心して暮らせる安全・安心な

まちづくり、これがもう究極な目的でございます。それから今後敬老会の見直し、これは当

然していかなければならない、当然事業仕分けやれば、当然費用対効果といえば、もう全然

費用対効果になっておりません。それは十分自分も認識しております。しかしながら、やっ

ぱり私の考えは、たとえ少なくても１年に１回は全地区の方が１カ所に集まって、そして町

がお祝いしてあげよう、それは山田議員はまた考え違う、私の考えは、やっぱり１年に１回

はせっかく、人が少なくなったとしてもそれは少なくなってきています。そういう中で椅子

から畳に坐るような、そういう方向にしておりますけれども、基本的には町としてはやっぱ

りこれだけ世話になったんだから、出てきてくれる人には１年に１回でもいいから集まって
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もらった中で、町を挙げて幼稚園の子供からもういろんな中で慰労してやれたら、そういう

考えでございます。 

  そういう中で、当然これからは慰労の話ではなく、本当に究極的に老人たちが本当安心・

安全に暮らせる、墓場までと言いますけれども、そこまで安心して本当暮らせる、そういう

まちづくりをやっていくのがこれは理想でございますもので、これを一つの契機といたしま

して、確かに今回本当老人会の皆さん、本当町長ヒアリングまでありました。最後の最後ま

でお金の帳尻合わせと言われればそれは仕方ありません。そういう中で、本当この町が本当

に本当断腸の思いの中で切らせていただいた。帳尻合わせと言われればそれまで、それは事

実でございます。そういう中で、また今後これを契機にいたしまして、今山田議員が言った

ように、老人の皆さん方がもう墓まで行くまでに本当この町に住んでよかったという、そう

いうまちづくりの中で今後の敬老のあり方、これは一つまた考えていきたいと思います。し

かし、自分自身の中でやっぱり年に１回、たとえそれが少なくなったとしても、町を挙げた

中で老人たちの方をお祝いをしてあげたいなという気持ちがありますもので、それもまた加

味した中で、また今後のまちづくりやっていきたいと思います。よろしくお願いいたしたい。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） それが町長の考えだと言われればそれはしようがない話ですけれど

も、私はもうちょっとそれは、そういう町長の考えにとらわれる必要は僕はないと思います。

むしろ地域のコミュニティーを再構築する一つの手段としてこれを活用していくというよう

なことのほうが、これからはやっぱり大事で、究極、究極じゃなくて、一つずつ壊れてきた

ものは積み上げなかったらやっぱりちゃんとならないわけですから、それが大事だと思う。

ただ一言言っておくと、よその町でも敬老会を町全体でやっていたものを、いわゆる区や町

内会に委託するような方式になりましたけれども、悪い委託がありまして、ただお金と仕事

だけ渡すというやり方がありまして、こうなると、やっぱり区や町内会のほうは全く大変に

なるわけでして、どう考えてみても、今のように小学校の体育館等でやっている状況から見

れば、町や社協の職員総出でやっているわけで、民生委員さん含めて。それなりの形でやっ

ぱり各支援をしてやっていくということを通じて、各町内会、区の中でもいろいろ人たちが

結びついていくということがやっぱり起きるんじゃないのかな。そういうことのほうが私は

はるかに有意性があると。町長言っているような感謝の気持ちのあらわし方というのあるか
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もしれませんけれども、私はそのほうが今ははるかに今町にとっては必要じゃないかと私は

思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当これは各区の全員の１年に１回お楽しみ会、本当老人の方集めた

中でやっていただいて、本当これは感謝申し上げたいと思います。そういう中で、本当以前

からこれはもう今の議長さんが言っているように、コミュニティー、アパートに住んでいて

必要ないとかいろんな答えある中で再構築していかなければならない、これはもう十分認識

している中でなかなかできないのが現状でございますので、それで一刻でも早くそういう中

でコミュニティーをやっていく、そのような方向でやっていきたいと考えております。やっ

ぱり確かにいろんな面で押しつけては私はいけないと考えておりますもので、そうなるとお

楽しみ会というもの自体が果たしていいものか、やっぱり今後は区の皆さんにお願いしてや

って社協などでやっておりますけれども、これもどれだけの人が出ているか、その辺のこと、

またいろいろ加味した中で、じゃ、この東伊豆町全体の老人の数の把握をするのにどれが一

番いいか、そしてどのようなそれを安心・安全を構築していくかということは、本当皆さん

と一緒になって考えなければならない。当然区の皆さん、区長の皆さん、また議員の皆さん

全体の中でこれは再構築していかなければならないと考えておりますもので、ひとつ敬老祝

い金をやめたことを一つの契機といたしまして、よい方向でこの町、老人の住める町にして

いきたい、そうやってきたと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、鳥獣害対策についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 鳥獣害対策について質問します。 

  一時期、特に猿、鹿などの被害が、昨年ぐらいは少し減っていたかなというように感じて

おりましたけれども、またここのところ鹿、猿、イノシシ、それぞれの被害がまた増えてい

るというふうに町民の方からも伺っております。そこで、町の鳥獣被害防止計画の中では、

猿、鹿、イノシシ、台湾リスというふうになっているんですけれども、最近の被害でよく聞

くのは、やっぱりアナグマ、ハクビシン、ヒヨドリ、カラス、こういうものまで非常に農作

物に対する被害をやっていまして、カラスあたりも結構ニューサマーミカンなんかをやっぱ

りつついたり悪さをするわけですよね。こういうものを今後の鳥獣被害防止計画の中でもや
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っぱり追加をしていくというふうな対策の中に入れるということが私は必要になってきてい

るというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

  次に、国のやっぱり対策の中で見ますと、鳥獣被害対策の実施隊の設置というような取り

組みを、かなりの市町等でしているようなんですが、静岡県で余り実施隊なんていう隊まで

つくってということ、これは猟友会がかなりあるということもあるんだろうと思うんですけ

れども、かなり市町の職員のＪＡだとか、そういう人間なんかも含めてやっぱりこういう被

害実施隊というようなものも設置をして活用するという取り組みも、かなり全国的に、特に

北海道なんかでもほとんどの市町がこういう実施隊なんていうものまでつくっておりますけ

れども、こういうものについての設置活用についてはいかがでしょうか。 

  さらに、新たな捕獲機材、または忌避対策機材の活用について。これは絶えずやっぱり情

報が必要だというふうに思っておりまして、そういう取り組みをどう考えているか。 

  最後に、トランシーバーの導入、トランシーバーというか、でも昨日ちょっと確認しまし

たら、どうもやっぱりアマチュア無線ということのほうが正確かなというふうには思うんで

すけれども、おととい伊豆市のほうでも会見をされて、伊豆市のほうでのやっぱり駆除の再

開ということや何かの中で、やっぱり今回はアマチュア無線のほう、やっぱりＧＰＳつきの

無線機の購入をして、市として購入をしてそれを市として貸し出すと。要はアマチュア無線、

一般のコールでやりますと、趣味のものですからコールの対応が違ってくるので、やっぱり

市として、業務としての一定の役割というふうな形の中で、市のほうで番号登録をして無線

局の登録をして市が所有し貸し出すと、こういう形で安全対策の向上を図るという取り組み

も強まっていると。こういう取り組みが伊東市等でもやっているというふうに聞いておりま

すけれども、これについてお考えをお聞かせください。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、鳥獣害対策について、４点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  １点目のアナグマ、ハクビシン、ヒヨドリ、カラス等を追加することについてですが、東

伊豆町鳥獣被害防止計画は、鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のために特別措置に関

する法律に基づく町の被害防止計画を示したもので、３年ごとに計画を作成し、公表するこ

ととなっております。現在、実施中のものは26年度に作成され、実施期間が28年度までとな
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っております。御質問の４種類の鳥獣は、この防止計画の捕獲対象鳥獣には指定しておりま

せん。これまでにハクビシンやヒヨドリにつきましては、農協や農業者を通じて農作物への

被害を耳にしております。次期の被害防止計画を作成する際には、その被害の状況等を勘案

し、猟友会と相談しながら検討してまいりたいと思います。 

  ２点目の鳥獣害対策実施隊の設置と活用は、についてですが、平成24年の鳥獣による農林

水産業に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部改正により、市町村は鳥獣被

害対策実施隊を設置できることになりました。この隊の設置によりまして、参加する猟友会

会員の狩猟税の軽減や実施隊員の公務災害の適用などメリットがある反面、地元猟友会との

意見調整、実施隊員の確保、また実施隊員になった者は、捕獲期間中、６割以上の業務への

参加が必要になることなどデメリットもあります。現在、静岡県内では２市で設置されてお

りますが、賀茂郡内ではまだどの市町も設置しておりません。いずれにしましても、近隣市

町の動向や地元の猟友会との意見調整を重ね、鳥獣被害対策実施隊の設置についての検討を

してまいりたいと考えております。 

  ３点目の新たな捕獲機材または忌避対策機材の活用についてですが、町では、現在捕獲機

材としており・わなを所有し、猟友会に貸し出ししております。また忌避対策機材としまし

ては、エアーガンやスターターピストルの貸し出し、ロケット花火の配布を実施しておりま

す。新たな資機材につきましては、なかなか情報が入りにくいのが実情で、近年新たな資機

材を導入した実績はありません。よい製品の御提案がありましたら、その効果を検証し、猟

友会の方々とも活用に当たっての検討をしてまいりたいと思います。 

  ４点目のトランシーバーの導入支援による安全対策の向上は、についてですが、有害鳥獣

の許可捕獲の実施に関しましては、安全対策上、無線機の利用は欠かせないと伺っておりま

す。近年、許可捕獲中の事故が多発し、より一層の安全対策が求められておりますことは、

十分承知しております。本年５月に地元猟友会からも相談を受け、近隣市町の状況を調査す

る予定でおります。また、地元の猟友会の方々も賀茂猟友会として導入を検討する協議を行

うと伺っております。従事者の減少や行政境での実施などを考慮し、広域的な導入に向けて

の情報収集をしてまいりたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、見直しということでいけば、まず被害防止計画についていえ

ば、情報収集というところが一番あるんだと思うんですけれども、もう少しやっぱり農協な
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りまたは農業委員の皆さんなり、一番現場で畑に出られる方からのやっぱり意見を町が聞く

べきだと思うんですよ。例えば有害鳥獣対策協議会なんかも区長さんなんかになっていたり

するわけですけれども、区長さんなんかというのも、そんなみんな農家やっている人なんか

１人か２人ぐらいじゃないですか。やっぱりそういうことよりも、だから農業委員なんかの

皆さんだと、最低、委員会があれば月１回来る。そういうときに情報というのをもっと、農

業委員の皆さんが農家の人から話を聞き、農業委員会等のときに、議題でいけば本来の３条

や５条の議題以外のところであっても情報をやっぱり集約することはできるわけで、せっか

く農業のためにかかわっている委員の皆さんにそういう形で参画をしていただいて、やっぱ

り情報を収集するということが必要だと思うんで、これはだから今対策委員会、あれがいい

かどうかということだけじゃなくて、そういう農業委員会委員の皆さんなんかもちゃんと活

用していくということが、この対策の上でも私は重要じゃないかと思っています。 

  特に心配なのは、ハクビシンにしてもアナグマにしても非常に多産な動物でありまして、

非常に短期間にたくさんの子供を産むという、やっぱりそういう手合いですから、タイワン

リスなんかと同じでやっぱりどんどん繁殖をしていくということが心配なわけで、夜だけと

いうことじゃなくて、最近はハクビシンなんかも昼間も見たりというふうなこともありまし

て、どんどん一挙に増えていくと、だから対策がおくれるとどんどん露地物で野菜がやられ

るとか夏野菜だとかスイカだとか、トマトがやっているのがやられるというのが、どんどん

今度はミカンのほうまでいきますよね、彼らは木にも登りますから。こういうところでは、

本当に対策を強めていく必要があると思います。 

  ２つ目の問題で、設置隊の問題について、町長言ったようなことで了解はしておきます。 

  次に、忌避材の問題なんですけれども、なかなか県がやっているやつは鳥獣保護計画や何

かとの関係もあって非常に難しいと。効果はあるけれども難しいというような話は県のほう

からも伺いました。それで、今日ちょっとしたのは僕もいろいろ調べて、行政が導入をした

実績があるところということで、２つ今日はちょっと紹介したいと思って持ってきたんです

けれども、これは一旦停止というちょっとここにこうあるんですけれども、七夕の短冊の長

いようなやつなんですけれども、やっぱり唐辛子等辛いにおいはしているというやつなんで

すけれども、これは取り組みとして割と有名なのは、三重県の尾鷲、これは有害鳥獣の取り

組みでも非常に先進地なんですけれども、尾鷲と、近隣でいいますと神奈川県の大磯の役場

なんかでは、こういうものも導入しているということのようです。 

  次は、これはユーソニックというやつで、前町長にも一回質問したことあるんですけれど
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も、これは長野県の南牧村なんかもそうだし、川上村や鳴沢村なんかで行政でも導入をして

いるし、それがある。当然それぞれがにおいとか音ですから、50メーターとか100メーター

ぐらい、50メーターぐらいが大体どうもあれのようなんですけれども、しかしけもの道であ

ったり、いろんなところを塞いで被害をやっぱり防止するということなんかを考えてみます

と、これだけで100％ではないかもしれませんけれども、こういうもののやっぱり活用とい

うのもあると思うんですね。 

  忌避材、何しろ捕獲についていえば、全てこれ何でもかんでも町が僕は揃えなければいけ

ないものだとは思っていません。やっぱり最低のものは、自分の家庭菜園であれ農地であれ、

ある面所有者が自分で頑張らなきゃならないところもあります。問題は、何を使ったらいい

のかと情報がやっぱり足りないことというのもたくさんありますから、やっぱりこういうも

のもそんなに高いものでなければやっぱり買ってみてやってみる。よければやっぱり広めて

もらうなど、いろんなやっぱり、ロケットなんかの問題のときはどうしようもないところと

いうのもありますので、いろいろ行政での導入実績がありそうだというところについていえ

ば、やっぱり実際試してやってみて、よければどんどん紹介をして活用を図るということが

必要じゃないかなと私は思います。 

  最後に、無線の関係は、やっぱりいずれにしてもいろいろあったようですけれども、伊豆

市の菊地市長さんもやっぱりこうした無線を使って、特に前から町長にも言っていますけれ

ども、ＧＰＳのあそこの方向に人がいるなというのがやっぱり小さいモニターでもわかるわ

けですから、そういうものをやっぱり活用して、同じような事故が絶対にあってはならない

わけなので、図るということで、猟友会の方々も当然今までのトランシーバーからすればス

テップアップしなきゃならない方もいらっしゃるようですけれども、しかしアマチュア無線

ですから一定の距離も届くというようなことも含めて、言葉でのやりとりもあるんでしょう

けれども、しかし銃口を向ける方向に人がいるかいないかということが確実にモニターでも

わかるということもあるわけですから、そういうことも含めて猟友会の方なんかも導入を期

待しておりますので、ぜひお考えいただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 １時５３分 

 

再開 午後 １時５４分 
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○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  町長。 

○町長（太田長八君） この有害鳥獣ですけれども、山田議員はもう毎回やっているもので、

一番専門家だと自分は考えておりますもので、いろんな提言していただければ、それに沿っ

た中でまた検証はしていきたいと考えております。そういう中で、今いろいろ情報収集の中

で、有害鳥獣に関しては本当あれは東河野猿のやつが移動した中で、やっぱり当時猿が多か

ったもので、各地区の状況のなかで、９区の区長さんが入っております。それが現状でござ

いますもので、その辺はまたいろいろメンバー的なこともまた検討しなければならないかな

とは考えております。そういう中で、今農業委員会のこといわれました。これ確かに農業委

員会の方、ほとんどもう農業に対するプロでございますもので、その辺の中で情報収集、大

変いい案ではないかと考えておりますので、また担当の職員に対して、その他の中で一応そ

ういう場を設けた中で、皆さんのほうで情報集めたような方向でまた職員には指示していき

たいと思います。 

  次に、忌避材、これ今２つやりましたもので、これどういうものかちょっとわかりません

もので、それはまた現物を見て職員とやっていきたいと思います。 

  さらに、トランシーバーの関係、確かにああいう事故が起こっては、もう絶対あってはい

けないものですからね。ＧＰＳ的な問題、これ当然猟友会とも話し合いをして、また伊豆市

長の菊地さんにもその辺どういうことか聞いた中で、よければそれは取り入れていきたい。

ちょっと検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） トランシーバーの問題なんですけれども、おとといのニュースの中

では、伊豆市のほうも富士のほうの射撃場のほうでやっぱり白と黄色のやつを瞬時に見分け

てやる、そういうことの訓練も含めていろいろやっていたみたいですよね。だからただ機械

に頼るだけじゃなくて、やっぱり技能も向上させながら、また注意することもお互い確認し

ながら、そして最後にはこういう資材も含めて安全に駆除に当たるということだと思います。 

  町長、今ぜひ農業委員会のほうに次活用がお願いしたいわけですが、そこの関係で一つや

っぱり今困るのは、今まで町のほうで猿が出没したとかいろんな情報というのをハイキャッ
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トで流していたんですよ。今度、城東のほうだとこれがいかなくなってくるわけさ。猿なん

かの場合、やっぱりこの辺に今出ましたということが、やっぱり出ることについては一定効

果があったと思うんで、何だ、あの辺出ているのかと。あのお寺の辺に出たのかと。じゃ、

畑があるから行かなきゃなんないとか、そういうこともあったと思うんですけれども、この

ちょっと情報を大事だと思うんですよ。農業委員会が農業委員だけじゃなくて、日ごろから

今ちょっと猿の大群がこの辺にいるよとかいうのは、当然また建設産業課なりに集まってく

る。必要なことはやっぱり発信していかなきゃならない。みんなに知らせなきゃならないと

きに、今まではハイキャットを使ってやっていたことができなくなった。さてこれどうする

かという問題もあります。これこの辺もやっぱり瞬時にそういう情報の提供というものがな

される仕組みというのも考えていかないと対応できないわけで、結果としては何だと、わか

っていたら教えてくれればよかったのになというようなことにもなりますので、どういう形

がいいのか、携帯へ来るメールだけでいいのか、そういういろんなことが検討されていく必

要があるだろうと思うんです。無線だけではなかなかやっぱりあれは伝わらないです。お金

をかけてやっていますけれども、晴れの日、暑い日、寒い日は大体窓は閉まっていますから、

そういうことも含めて、今後そういう今までの被害が出てきた。特に猿なんかの問題、やっ

ぱり町民に対して、また子供たちに対する被害というのも起こり得るわけでして、今までそ

ういうことの情報出していたものについて、これまた検討する必要があるんだろうというふ

うに思うんで、これも忘れずに対応のほうもお願いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員が言っている、本当猿だけだと城東地区に今までハイキ

ャットさんが流した情報どういうふうに流すかということは、大変今苦慮しているところで

ございます。それで、先般ＩＫＣの社長さんが来ましたもので、またいろんなことでお願い

することがあるから、そのときまたよろしくお願いいたしますということは言っておきまし

た。そういう中で、やっぱり今までハイキャットさんが流した情報になるべく近いだけの情

報をやっぱりどのような方法で城東地区の皆さんに知らしめるか、これは町に対して喫緊の

課題と考えておりますので、これは早急に検討した中で、城東地区の皆さんにも不便かけな

いような方向で町としてはやっていきたいと考えております。よろしくお願いいたしたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第４問、観光振興計画等についてを許します。 
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  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町の観光振興計画等について質問をいたします。 

  町の観光施設の整備というものは、こうした観光振興計画に基づき、事業を進めていると

いうふうに思っておりますが、そこで関連する問題とつけ加えた問題と、幾つかお伺いしま

す。 

  １点目に、この観光振興計画の目標の設定や到達度というものを町はどうふうにはかって

いくのかな、評価していくのかなというのが、ちょっと観光振興計画を読んでも見えてこな

いところでございます。 

  ２つ目に、今、平成25年３月ということですから、これ何年かたっています。計画を進め

る上での課題というのは今どういうところにあるというふうにお考えなのか、伺いたいと思

います。 

  ３点目に、専門組織の設置ということが非常に強く叫ばれていたように私は思うんですけ

れども、そういう組織の設置というものは今どういう状況にあるのかということをお伺いし

ておきたいと思います。 

  ４点目なんですけれども、これ観光振興計画には直接関係ありませんが、とりわけ、最近

先ほども町長とお話ししたように、ホテルや旅館、観光業での人材の不足ということがあち

こちから聞かれるようになりして、あちこちから人材が不足をしてきたことと、一方で人材

派遣の会社から派遣をされているようだという声を、またあちこちで聞くようになりました。

人材派遣で特にサービス、女中さんとか、サービス係さんなどを確保するというのが広がっ

ているように思うんですけれども、町としてこの現状について把握をしていますでしょうか。

その点をお伺いします。 

○議長（村木 脩君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、観光振興計画等については４点からの質問となっ

ていますが、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の目標の設定や到達度をどう評価するのかについてですが、観光振興計画で

は、計画期間である９カ年を前期、後期に分けています。平成25年度から28年度は振興計画

における前期と位置づけ、計画推進に必要な体制づくりとネットワーク化の推進、観光資源
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の集約など、積極的な事業展開に必要である事業整備や準備を行う期間となっております。 

  御質問の観光振興計画の目標の設定や到達度の評価につきましては、来年度が前期の最終

年度に当たることから、平成24年度に実施した観光振興計画策定のための事前調査、来訪者

及び非来訪者調査を再度実施することにより、現状分析を行いたいと考えております。 

  その結果に基づいて、各種イベントの見直しや事業の評価を行い、計画の見直しの方向性

を検討する必要があると考えております。 

  次に、２点目の計画を進める課題などは何かについてですが、山田議員には以前にも答弁

させていただきましたが、計画を進める上での課題といたしましては、観光産業の最前線に

立つホテルや旅館の経営者や従業員の皆さんに当事者としての自覚を持っていただくことが

最も重要だと考えております。その上で、町民の皆様方にも当町が観光立町であることを御

理解いただき、おもてなしの心を共有していただけるようにお願いしていくことが必要だと

思います。 

  次に、３点目の専門組織の設置はどうなっているのかについてですが、御指摘のとおり、

この計画を着実に推進、実現していくためには、実行力のある体制づくりが重要となります

ので、行政や町内の観光関係者だけでなく、民間企業や有識者等とともに連携、協力をして

いくことが必要と考えます。 

  具体的には、現在検討を進めております専門組織としてシンクタンクを含めたプロジェク

トを発足し、テーマにより幾つかのワーキンググループをつくり、計画の実行部隊として位

置づけ、推進を図ってまいりたいと考えております。 

  そういう中で最も大切なことは、人材育成とともにまちづくりの視点に立って取り組んで

いくことだと理解しております。 

  次に、４点目の人材派遣で職員（サービス係など）を確保する動きが広がっているようだ

が、把握しているかについてですが、町内のホテル、旅館の中で、労働力不足等により人材

派遣会社を活用している事業所があることは以前から伺っておりますが、個々の詳しい実態

までは承知しておりません。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず、目標の設定ということで、町長言われたように、24年に調査

したよと、あと今度やりますよということはこれは、これでいいんですけれども、私の質問

を準備している過程で、もう一回町の振興計画とあと県の観光静岡躍進計画、これ後期計画
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の分とかあったりするんですけれども、それこそ県のほうはなるほどなと思うんですが、県

のほうは満足度を上げようと。お客さんが東伊豆町に来て、それで東伊豆町に泊まっていた

だいたお客さんが、よかったなと言っていただくお客さんを増やそうじゃないかと。そのパ

ーセンテージ、比率を上げていこうという、ここのところがあるわけです。ただうちの町の

場合だと、宿泊人数の目標とか言ってはあるんだけれども、計画が本当にいい達成をしてい

るのかどうかということについて見ると、結果論で言えば、お客さんが増えているというこ

とはお客さんの満足度が上がっているということになるんですけれども、今の状況というの

はずっと満足度が下がりっ放しですから、下がりっ放しだから今の状況になっているわけで

すよね、バブルのところから。だから満足できていないわけですよ、お客さんが。その問題

について本当に真剣に取り組まなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんで、視点

を変えていかないといけないところが、その辺があると思っています。 

  観光振興計画を見ますと、金目鯛がいいからこうだよねとか、はさみ石がこうだ、いいと

ころはいっぱい書いてあってこれを活用しようということはいっぱい書いてある。だけれど

も、本当にそれがお客さんが望んでいることかどうか、お客さんが評価しているものかどう

かということになると、ちょっと私も自信がありません。やっぱり自分たちがいいと思って

いることが自己満足に陥る場合というのもあるわけで、結果としてそれがお客さんの評価が

いただけないと。 

  これはクローズアップ現代だったと思うんですけれども、観光ビッグデータということで、

海外から来たお客さんにアプリをダウンロードしていただいて、そのアプリの活用状況から

お客さんの移動した状況ですよね、全部把握をして、その中で行ったら思わぬところにお客

さんが行っているとか、これは山梨でしたね。富士吉田市か何かなんですけれども、富士吉

田なりの一番いいところへ行ったかというと、そうじゃなくて、お寺とお寺越しに富士山が

見える場所へ行くとかという、これはやっぱり起こり得ることなんですね。それは外国から

来るお客さんだけじゃなくて、国内のお客さんだって、自分たちがいいと思っているところ

が必ずしもいいという、それはいいと思っていただく場合があるでしょうけれども、やっぱ

りお客さんがどう受けとめられたのかということをしっかり把握するということが、この問

題も大事なわけで、そうしますとどうなんでしょうか、24年にやって来年なりやるとかいう

こともあるんですけれども、お泊りいただいたお客さんなんかが、本当に東伊豆町に対して

満足度なんていうことでいえば、もう今ネットやスマートフォンが普通に持ってこられて、

またそういう情報見てきている方なんかであれば、簡単にそういう方々の声をアンケートと
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して町に集約するということは、やり方によっては幾らでもできるんじゃないでしょうか、

実際の問題として。町の観光協会のホームページや何か、またそれぞれの単協にしても、ホ

ームページもすごく金かかっていますけれども、そういうところへアクセスして情報をとっ

てから来るわけでしょうから。その方々にやっぱり当然今の町のホームページでも私も登録

していますけれども、いわゆる登録をして観光情報をもらうとともに、来ていただいたお客

さんに旅行に行っての感想としていろいろデータをお返しいただく。そういう方々にいろん

な形でお礼をするとかということも含めて、データの活用という、本当に泊まっていただい

たお客さんの本当の声をやっぱり活用していくということが、まずは一番大事なところで、

自己満足に陥ったらいけないということが私は一つあると思います。 

  ２つ目には、専門組織の問題で、これがやっぱりできていなければ、この辺のデータをど

う扱っていくのかということがやっぱり判断できないと思うんですよ。例えば町長は行政報

告では非常に評価をしていましたけれども、私は余りどうなのかなというふうに思っている

のは、この間のどんつく祭りですよ。宿泊もそんなにはなかった。今後、終わった後の話で

もそうですけれども、来年あたりが金土になったりするので、土日やったほうが、お客さん

いっぱい泊まっているときにやったほうがいいんじゃないかという意見と、いやそうじゃな

いと、相変わらずウイークデーにやって山をもう一つつくりたいんだという思いと、いろい

ろ観光協会の中でも思いはあるようですけれども、ただ伺うところ、町民の方、関係者の

方々の声を聞くと、前から言うように、余計にどん苦痛、どん苦痛になっているわけですよ。

苦痛だ、苦痛だと言ってやっているわけですよ。お客さんが少ないときに、旅館の稼ぎのた

めにだけ出不足をしていくわけですから。それがやっぱり若い方とは言わない、もう壮年の

方しかいないわけですけれども、非常にどん苦痛だと。こういうやっぱりモチベーションで

は、お客さんを喜ばせる祭りなんていうものはやっぱりできないと思うんですよ。 

  だけれども、これは最終的に旅館の社長さん方の、また旅館組合の経営者の考えが強けれ

ば、またウイークデーに変更してやられるんですよ。だけれども、やるのは勝手ですよ、そ

れは。だけれども、例えばこういうときに町が何千万もお金を出している事業が本当にそれ

でいいのかということに対して、町長もこれは選挙もあるから、なかなかあっちの顔、こっ

ちの顔見て言いにくいところはあると思うけれども、じゃ、本当に客観的にそういうどんつ

くのやり方がいいのか悪いのかという判断は、このままじゃ誰もできないじゃないですか。

お金は1,000万、2,000万のお金、補助も出していても、いいのか悪いのかわからないままこ

ういうイベントが続くということじゃいけないわけですよ。 
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  私は、観光振興計画ができてこういう組織をつくるときに一番期待したいところは、専門

組織があって、第三者も入れて、本当にこのお金をこのイベントにかけることが必要かどう

かという見直しができなかったら、意味がないじゃないですか。もっと本当はほかにかけな

きゃなんないことだってあるんですよ、観光のことに関して言ったって。ついでに言わせて

もらえば、敬老祝金のカットをするんだったら、あの文化公園のイルミネーションを１日で

も多く消してくれという声だってあるわけですから、これは言っておきますけれども。だか

ら、本当にそれがいいかどうかということ。効果が上がっているものならこれは継続したっ

ていいんですよ。だけれども、もうやる人たちの中で、もうどん苦痛だ、どん苦痛だと言わ

れて苦痛になっている状況もあるのに、旅館さんの宿泊を増やそうかというようなために補

助金を町が出し続けるということを判断できなかったとしたら、第三者を入れた専門機関で

判断していただくより私はないと思うんですよ。そうしなかったら、この力を入れてあれだ

けのお金を使ったって、あの状況じゃないかなと。 

  バブルのころと同じとは言いませんよ。しかし、個々旅館さんの宿泊聞いても、１日目も

1,000人はいかなかったですよね。２日目はさらにお客さん少なかったわけですから。だか

ら本当にそういうとらわれていいのかな。ある人が私に言ってくれたんですけれども、山田

さん、もう感謝デーで俺は5,000円ぐらいで朝食と泊まりぐらいで泊めて、もう花火や何か

に使っているお金でそれこそ金目でもサザエでもアワビでもいいものをたくさん食べさせて

喜んでもらいたいよと、こういうことを言われた方もいらっしゃいましたよ。なるほど、そ

ういう考え方もあるなと。泊めてお金を稼ごう稼ごうということだけじゃなくて、サービス

業というのはやっぱりお客さんに喜んでいただくという、お客さんの笑顔の先に初めて商売

成り立っている産業だと思うんですけれども、お客さんの笑顔よりも社長さんの笑顔が先に

来ちゃいけないわけですから、まして、やっている従業員が、観光協会の方々がやっぱりど

うかなと思っているような部分というのは、私は今回、こういう観光振興計画つくっても、

一番中心の組織ができてないままこのまま行ったら、今町長がそんなもの金かけてやること

はないと、俺がそれだけみんながやる気がなくなっているなら、もうこんなウイークデーに

やるときは金を出さないよと町長が決断してくれれば、これはまっことそんな組織も要らな

いわけで金もかからないわけですけれども、町長、そういうこともやっぱりなかなかできず、

おもんぱかっていろんなことを考慮して考えるとすれば、こういう組織が金かかったって、

つくって事業も一つ一つ見直さないと、やっぱりこれだけ、敬老会だけじゃないですね、観

光関係の予算だってやっぱり維持するのは本当に大変になってきているわけですから、ぜひ
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そういう組織の見直しと、本当にお客さんに満足して喜んで東伊豆町へ来ていただけるよう

な受け皿の準備というのが、まだまだ私は不足していると思いますが、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、山田議員にはこれ本当に真剣に読んでもらってありがとうござ

います。それぐらい従業員の方がこれを真剣に読んでくれれば、本当この町はよくなります

よ。そういう中で、壇上で言ったように、まずこの観光振興計画を旅館の主人、また従業員、

そして一般の町民が理解してもらえれば本当にこの町はよくなると、自分は感じております。

そういう中で山田議員、本当この観光振興計画、一生懸命読んでもらって、またいろんな問

題点を提案してくれる、本当にそれはありがたいことです。 

  そういう中で、今回初めてモニターツアーをやりました。これも後でやりますけれども、

一応モニターツアーとは第16回雛のつるし飾り稲取温泉の強み弱みを知るためのモニターツ

アー、これは夫婦１組でございますけれども、実際こういうことをやっているんでよ。これ

前なかったことです、こういうことは。そういう中で、利用者目線での稲取温泉の強み弱み

と書いてあります。これは当然貴重な意見です。やっぱりこの観光振興計画つくったおかげ

でこういうことできたということは、私、大変もう観光振興計画、ありがたいと思うんです。

その他、専門部会のこと言われました。基本的には当時来たこの流れの中で、これ中心が町

の観光協会になっているんですよ。果たしてこの観光協会の中で専門部会置いていいかどう

か、私はそれちょっとおかしいと思っているもので、これはちょっと待ってと言っています。

そういう中で、当然これは早くつくらなきゃいけませんけれども、この専門部会を町の観光

協会の中に置いてつくる、これはちょっと果たしてやっぱりいかがなもんかということ。今

それを待ったかけておる中でこの専門部会というのは早くつくって、やっぱり山田議員が言

ったようなことはやっていきたい、そう考えております。 

  それにどんつく祭りの件、これがどん苦痛と言いましたけれども、一番いけないのは、や

っぱり自由に物を言える、そういう雰囲気。私も初めて聞きました、そういうことを。果た

してどんつく祭りの反省会、そういう中でそういう声が出ているのですか。それを聞きたい

ですよ。また新たにどんつく祭りの反省会でそういう意見が出たのかどうか。それを聞きま

す。もしそういう声が出たならば、じゃ、これは改善しなさい。言っていきます。私は選挙

があるから補助金増やす、カットしない。そんなことは絶対ありません。悪いことは悪い、

これは言いますよ。選挙なんか関係ないですよ。やっぱりこの町がいかに活性化するか、そ

のためにお金は使っていく、まただめなら削る。これは真摯にやります。人の顔を見てやり
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ません、それだけは理解していただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、まず振興計画の問題でいうと、僕前から言っているように、

この町がつくった振興計画にしてもそうだし、県のこういう観光静岡計画とか、観光関係の

方々自体がやっぱり余りにも僕見ていないんじゃないかと思うんですよ。町だって、そうい

う説明だって僕はしていないと思うんですよね。前何か言ったとき町民にも配るみたいなこ

とも言っていたけれども、そういうこともやっていないと思うんですね。だから、これ、町

の中で、いわゆる役場の中にしかないものじゃだめなんだと思うんですよ。観光に携わって

いる方が、やっぱりしっかりこういう県の計画にしても、県はどういう考え方してどういう

ところを伸ばそうとしているのかな、町はその中に適応するのにどんなところが、どういう

計画を持っているのかな。やっぱりそこのところがやっぱり役場の中だけの隠されているわ

けじゃないけれども、わっと本当に広めていないわけですよ。だから、人材育成ということ

であれば、こういうものをしっかりと社長さんや旅館の従業員やいろんな方々に、しっかり

と理解してもらうことが一番の人材育成だと思うんですよ、今の段階でいえば。みんなが感

じるまま好き勝手なことを言っていたら何の話にもならないわけで、力を合わせて協力して

いくということにはやっぱりならないわけですから、そこのところはやっぱり一つ問題があ

ると思います。 

  どんつくのやつは、僕も反省会は出ていませんから、僕も協会員じゃないですから。ただ

反省会も含めて、一般的にイベントがウイークデーにやろうなんてことを言っている段階で、

もうちょっとやっぱり違うんではないかと思いますよね、今。ここ何年も見たって、町長だ

って行っていて思うと思うけれども、ウイークデーのやるやっぱり状況でいけばですよ、そ

れこそ熱川や何かがやる花火なんかのときはやっぱり土日だったりすると、やっぱり大勢じ

ゃないですか、大勢いらっしゃいますよ、やっぱり。そういう面では、もう入り口でその辺

は違うんではないかなというものを私感じております。こういうこともやっぱりしっかりや

らないといけないと。 

  専門組織の問題、観光協会で僕は別にだめだとかと思っていません。ただ、観光協会に言

えば、観光協会もう前から言っているように、総務委員会とか宣伝委員会とか小規模対策あ

るんだけれども、本当にこの地域づくりを進めていく。エージェントから言わせると着地型
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旅行とかいいますけれども、私は地域型だと思っています。旅館とかの宴会とか、旅館だけ

で観光客が満足されない、地域自体をやっぱりお客さんに売り込んでいく、こういう今の状

況ですから、そういう受け皿をつくろうという組織がやっぱり町の観光協会にはないですよ

ね、組織としても。それでここもやっぱりみんな会長から副会長から、各単協の会長さんと

いうのがある。みんな旅館の社長さんでしょう。だからこういうあり方では、やっぱり旅館

の社長さんちの、それは旅館組合はそれでいいんですけれども、地域全体で物事を取り組ん

でいくという観光協会の経営からしてみると、みんなが、いろんな業種の方々がやっぱり力

を合わせてやっていくわけですから、そういう組織の経営体がいかがなものかなと。こんな

ことやっていたら、いつまでも、前２年間も総務経済委員長で常任理事会なんか行ったんで

すけれども、やっぱりＪＴＢのイベントが企画があってこうだとか、そういうことばかりに

なってくるじゃないですか。ほとんどこの地域の地づくりの問題というのは話されていかな

いのかなという問題があります。 

  あと、町長言われたような点でいうと、確かに旅館のだから経営者の方々も、こういう問

題を最低しっかり勉強してもらって意識改革も必要だと思いますし、町民の皆さんにも考え

ていただく上では、また昨日来のお話の中にありましたけれども、どうでしょうかね、本当

に年に２回や３回ぐらい旅館のほうでも町民の方々に食事を出せとは言いませんけれども、

全館休業のときぐらいでも風呂ぐらいどうぞ使ってくださいぐらいの気持ちがちょっとあっ

たりすると、また町民の皆さんも違うかもしれませんね。何をやってもとにかく協力させら

れるだけとか、寄附金を取られるだけとかと、こういうふうに感じている方は、商売やって

いる方だけじゃないと思うので、旅館があったからさあ、今日お風呂も入れたよ、よかった

ねとか、今後お客さんここへ呼びたいねとかというようなことというのは、やっぱり町民に

求めるだけじゃなくて、旅館のほうがやっぱりそういう姿勢になっていかないと、町民の皆

さんも協力していこうということにはならないというふうに思いますよ。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今これ一つは、反省に対して、やっぱりこの観光振興計画がどれだけ

町の人に、また配布されているか。それ把握していき、今まで以上にこれはもう皆さん方に

配布していきたい。これをまた担当課に指示した中でもっと配布しないと。これは言ってい

くつもりでございます。 

  それでは、観光協会などの事務局というプロジェクトチーム、これは基本的にもう今スタ

ッフが全然足りないんですって。これを観光協会に持っていって、今のスタッフのほうで果
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たしてできるかどうか、やっぱりそういうことも聞いておりますもので、やっぱり早急にど

この部で立ち上げたらいいかということ、早急にこれはやっていきたいと考えている。やっ

ぱりこの専門部会ができないと、この観光振興計画もできませんもので、ただこれでいきま

すと、24からこの前期と後期の中間としてやっぱりこの５年間の有識者による委員会もまた

違った意味の委員会を発足した方でこれを検証していくことになっておりますもので、それ

は御理解願いたい思います。 

  さらに、どんつく祭りの日にちの関係、これは土日にしたほうがいいのか、またこの日に

固めたほうがいいのか、これはもう賛否両論があるところで、これははっきりどっちがいい

のかわかりませんもので、その辺はもうある程度どんつくの中で任せていただければこれは

ありがたいと思います。 

  さらに、旅館の全館休業の時に町民へのサービスというですか、そういうことをやっぱり

ある程度考えてもらっても私はいいんじゃないかと。大変でありますけれども、一つの中で

そういう働いている人の中の全館休業の中でというなかで、だけれども、全館休業、基本的

には従業員を休ませるためのあれですから、果たして全館休業のとき、また町民を呼ぶため

にまた従業員も来なきゃならないもので、そういうこともありますもので、なかなかその辺

は厳しいところがあると思うので、１日ぐらいは全館休業のどこかで出て、そういう町民サ

ービスというようなこともやってもいいのかなと。これは私、強制できませんもので、いい

のかなというぐらいにしていきたいと思います。だから、観光協会の人たち、本当基本的に

はやっぱり幅広い人の旅館組合なんかもそうですもんね。観光協会ができればそういう幅広

い人たちになっていただければ。ただ各単協の中でやっぱりいろんな方が、各単協の観光協

会ではやっぱりいろんな業種の方がいます。親方になると、今の現状では旅館の主人がなっ

ている、そういう現状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（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） すいません、今どんつくの日にちに関しましては、もう３日、４日に

固定しているそうですけれども、その辺はまた。一応３日、４日の固定だそうです。 

○議長（村木 脩君） 以上で、14番、山田議員の一般質問を終結します。 

 

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

 



- 151 - 

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時２６分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成27年東伊豆町議会第２回定例会５日目は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめ皆様のお手元に配付したとおりであり

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第３３号 東伊豆町ふるさと納税基金条例の制定について 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 議案第33号 東伊豆町ふるさと納税基金条例の制定につい

てを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第33号 東伊豆町ふるさと納税基金条例の制定について、提

案理由を申し上げます。 

  本年度より、ふるさと納税寄附金の寄附者に対しお礼として記念品を贈呈する方法を取り

入れたところ、寄附額が大幅に増加していることから、ふるさと納税の受け入れ態勢整備の

ため基金条例を制定するものでございます。 
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  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（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） それでは、議案第33号 東伊豆町ふるさと納税基金条例

の制定について、朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。 

  次のページをお開きください。 

  東伊豆町条例第 号。 

  平成 年 月 日。 

  東伊豆町ふるさと納税基金条例。 

  （設置） 

  第１条 ふるさと納税制度を活用して東伊豆町を応援するために寄せられた寄附金をそれ

ぞれの寄附者の思いを実現するための事業の財源に充てるため、東伊豆町ふるさと納税基金

（以下「基金」という。）を設置する。 

  （積立て） 

  第２条 基金として積み立てる額は、東伊豆町一般会計歳入歳出予算（以下「予算」とい

う。）で定める額とし、寄附金その他の財源をもって充てる。 

  （管理） 

  第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により

保管しなければならない。 

  （運用益金の処理） 

  第４条 基金の運用から生ずる収益は予算に計上して、この基金に編入するものとする。 

  （繰替運用） 

  第５条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

  （処分） 

  第６条 基金は、第１条の目的のために必要な財源に充てる場合に限り、これを処分する

ことができる。 

  （委任） 

  第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 
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  附則。 

  この条例は、公布の日から施行する。 

  以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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33号 東伊豆町ふるさと納税基金条例の制定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり可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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第３４号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第34号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第34号 東伊豆町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴う条文の整備並びに国民健

康保険税の見直しを図るため、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、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 
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○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第34号 東伊豆町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例について、説明させていただきます。 

  今回の国民健康保険税条例の改正は３点からの改正となっております。 

  改正の説明でございますが、改正条文を朗読しての説明ですと非常に煩雑でわかりにくい

ため、資料に基づき説明させていただきたいと思います。 

  ４ページ目、議案第34号説明資料、こちらのほうをごらんください。 

  １点目は、地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成27年政令第161号）が平成27年

３月31日に公布されたことによる、課税限度額の引き上げと、軽減判定所得の見直し。 

  ２点目は、租税条例等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律が改正されたことにより、平成25年７月16日に可決された国保税条例改正附則の中で、平

成29年１月１日から施行される予定だったものの一部が、１年前倒しとなり平成28年１月１

日に施行されることによる「附則（平成25年７月16日条例第16号）」の改正。 

  ３点目は、国民健康保険税の税率改正となっております。 

  １点目の課税限度額についてですが、法律では基礎課税額（医療分）につきまして、51万

円から52万円に、後期高齢者医療支援分が16万円から17万円に、介護保険納付金分が14万円

から16万円に引き上げられましたが、当町は法律に沿った条例内容とはなっておりません。

平成30年度から国保は県単位の広域化となりますが、これに向けて県からも限度額について

問い合わせ、指導があり、法律に準じていく必要性を考慮し、平成27年２月16日に開催され

た国保運営協議会において、２カ年かけ限度額を引き上げる方針をお示しいたしました。今

回の条例改正では、基礎課税額（医療分）50万円を51万円に、後期高齢者医療（支援分）13

万円を14万円に、介護保険納付金分10万円を14万円に引き上げる改正をお願いするものであ

ります。 

  軽減判定所得の見直しでは、５割軽減、２割軽減の対象者が拡大され、低所得者に対する

軽減の強化が図られました。内容は、算出に用いる基準額が、５割軽減の場合は24万5,000

円が26万円に、２割軽減の場合、45万円が47万円に引き上げられました。 

  ２点目の附則の改正ですが、平成29年１月１日に改正されることとなっていた附則第11条

の「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分について、平成28年１月

１日施行とするものであります。 

  ３点目の国民健康保険税率の改正でございますが、国民健康保険事業の財政状況は、療養
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給付費が横ばい状態ではありますが、被保険者数の減、平成26年中の課税所得の減などが要

因となり、非常に厳しい状況となっております。 

  試算を行った結果、財源の確保が困難な状況となり、去る６月２日の国保運営協議会に税

率改正について諮問し、御審議いただき、答申を受けたところです。 

  このような状況を受け、国民健康保険事業の安定運用を行うため、税率改正をお願いする

ことになりました。 

  改正内容につきましては、後期高齢者支援分、介護保険分の負担が増えていることから、

医療保険分の税率改正は行わず、後期高齢者支援分の所得割を0.4％、均等割、平等割をそ

れぞれ1,000円、介護保険分の所得割を0.5％、均等割、平等割をそれぞれ1,000円の引き上

げをお願いするものであります。 

  参考までに、今回の国保税条例改正後の税額計算方法を表でお示しいたしましたので、御

確認ください。 

  附則ですが、施行期日１項、この条例は、公布の日から施行し、平成27年４月１日から適

用する。 

  適用区分、２項、改正後の東伊豆町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお

従前の例による。 

  なお、お手元に新旧対照表、国保運営協議会答申書の写し、参考資料を添付いたしました

ので、御参考にしていただきたいと思います。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 予算の審議のときに非常に心配していたことが、やっぱり現実化し

たなという感じがしておりますけれども。まず、率直に条例改正の内容でお伺いしますけれ

ども、例えば所得200万円で計算した場合、税率前と税率改定後の実際の国保税の税金がど

ういうふうに変化するのか。資料には１人当たり幾ら、一世帯幾らと書いてあるけれども、

これは単純に税額を世帯や人数で割った金額だから、実情とすると生活実感が伴わない部分

があるので、この点についてまずお伺いしたい部分と、今回一つのあれとして、限度額の引

き上げをされているわけですけれども、この限度額のやっぱり引き上げということの対象者、
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対象世帯数というのは現実的にはどのくらいいるのか。この部分は確実に６万円ぐらい限度

額ふえるわけですよね。だから、そういう世帯の状況というのもお聞かせいただきたいなあ

というふうに、まず資料として思います。 

  それで、町長、説明の中でも、保険税を広域化に合わせるというようなことが説明されて

いるんですけれども、しかし、今般の国保の広域化等に対する法律の中身で厚生労働省が出

している法律の概要等々見ましても、あくまでも県の方針は出すけれども、県が納付金を決

定をして、市町はその納付金を納めるということで、当然、経済状況、医療状況とか、当然

滞納があったりとか、いろんな状況がありまして、結果として県下統一で本条で、いわゆる

所得だけで保険料を掛けるような方式になるとか、そういう方向ではないですよね。結局、

県が一定給付額を決めて、それを市町は払う。それについてのお金の集め方というのは、場

合によると、今の町がとっている資産割を含めた本条ただし書き方式のような形で集める方

式というのは、それぞれ市町によってばらばらで集められるということだと思うんですよ。

そうしますと、何か一律に広域化になるから一緒にしなさいということは、余り道理がない

主張になるんじゃないかなというのが１つある。 

  もう一つの問題は、このやっぱり資料でも、大変懸念される問題の１つは構成人員です。

現在のね。そうすると、やっぱりこの国保会計が将来にわたって安定的に運営されていくと

いうことを考えると、特にこの60歳以上が56.9％という圧倒的な状況を占めていくわけです

よ。恐らくその中でも、いわゆる67歳から８歳、９歳、いわゆる団塊の世代というものが一

番占めているんだと思うんですよ。そうすると、こういう方々が、非常に数の多い部分が今

後70歳代に突入をしてくる。普通でいけば、ここでやっぱり医療費の伸びが出てくる。非常

に負担が大きくなる。これはうちの町だけじゃないけれども、そうしますと、国保会計のや

っぱり状況を考えると、現状でも本来であれば基金を取り崩しても対応できる状況があるん

だけれども、一般会計からの繰り入れを、やっぱり減らし減らししていくという方向だけじ

ゃなくて、今回の改定も含めて、本来はある程度そういう医療費が今後爆発的に増加する状

況もやっぱり予見できるわけだから、一般会計もある程度の負担を十分にしていかないと、

その時点になると、もう大変な負担というものが出てくるんじゃないかな。そういう懸念が、

今回の状況を見ますと考えられるんですけれども、それらについてはどのようにお考えでし

ょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは担当から説明いたさせます。 
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  それで、山田議員が言ったように本当に町も心配して、国中がですね、やっぱり県に対し

て責任を持たせる。県が握っているんですよね。基本的には県が握っていることを、何とか

県も積極的にやれるような方向で、これから町も国に対して求めますし、県に対しても求め

ますし、そういう中で幾ら広域化とやったとしても、山田議員が言ったようにこれは変わり

ません。それで、やっぱり県の立場をもっと後期高齢者みたいな感じで、強くした中でやら

なければ、基本的にはあくまで県がやったとしても業務はもう一応今は町に来るようになっ

ております。そのとおりでございます。 

  その中で、これからはとにかく基本的なやつをまず、今言った税額ですよね、税務の管理

……。基礎課税額とその後期支援分、介護保険分、これは基本的にはやっぱり全県一致して

いなければおかしい。これがばらばらだと、やっぱりおかしくなってくると思う。自分自身

の考えです。これは、やっぱりあくまで統一しなければならないと私は考えるんですよ。そ

の中で、国保の運営協議会におきましても、とりあえずこの引き上げの分、基礎課税額、国

保支援分、介護保険分の限度額、これはやっぱりある程度統一しなければいけないんじゃな

いかという中で、今回はその方向で、後期高齢者が県にいくときまでにはこういうふうに引

き上げましょう。これは私はやっぱり県がやるからには、これはあくまでも統一することは

必要ではないかと考えております。 

  それで、業務的な内容につきましては、やっぱり今、山田議員が言ったように県がちょっ

と逃げ腰でございますもので、この辺はもっと積極的にね、県が関与した中でやっていただ

くようなこと、これまだ２年間、30年ですか、まだありますから、これは積極的に県または

国に町としては要請していきたい。やっぱり一般財源で本当に国保にどんどんつぎ込んでい

く。これはもう各町一緒でございます。特に静岡市なんか、特にもうこの後期、県のやった

ときに、一般財源の繰り越しがあるもので、もう一般財源も国保に対して相当やっているも

ので、大分厳しいということで言っています。これは各町共通でございますもので、この辺

はやっぱりもっと国に対して積極的にまたやっていきたいし、県の国保に対しましては、取

り組むようなことでやっていって、そういう考えでございます。 

  たしかに一般財源、どんどんこれからいくでしょう。やっぱり今、山田議員が言った懸念

される事項でございます。それなので、やぱり何回も言っているように、これは日本全国の

問題ですから、この辺はもっと国も考えてもらいたいし、その中でやっぱり本当に人口が減

少している中で、今言っているように高齢者もどんどん減ってきています。その財源は本当

に厳しいものになってきます。その中で一番危惧しているのは、これからこういう小さい自
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治体は、基本的には今後そういう高齢者が増えてくれば、小さい自治体は存在できる予算も

組めないと思っております。そういう中で、やっぱりこういう小さい自治体でもなるべく組

めるような方向で、国・県がやってくれなければ困ります。それはまた要望していきたい、

そういう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） すみません、限度額増加の影響の関係、限度額の引き上

げ世帯数ですけれども、こちらにつきましては、試算の時点で影響がある方が110世帯で、

金額的には278万円程度になるかと思います。 

  それから、200万円の場合の…… 

（「マイクを   」の声あり） 

○健康づくり課参事（村上則将君） すみません。 

  限度額増加の影響ですけれども、試算の段階で110世帯、278万円程度になります。 

  それから、200万円の場合の試算ですけれども、いろいろと条件がありますもので、資産

割、均等割、平等割というものが出てきますもので、ひとり世帯で計算をいたしますと、固

定資産がなし、ひとり世帯でという状況で28万8,500円という数字が算出されるかと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） これ、町長言われたように、本当にこれは消費税も、社会保障とい

うことであれば、本当に医療費の国の負担分なんかが本当に１割変わると大分違ってくると

いうふうに思うんです。 

  また、町長言われたようにね、この間議長と研修に行った折にも、帝京大学の先生なんか

も言っておられました。やっぱり今後、地方創生ということで考えますと、教育費と医療費

がすごくかからなくなるということになると、どんな地方でも、多少の稼ぎぐあいが違って

も生活できるんだよねというような御指摘もありました。確かに都会からこの町へ移住して

くると、特に国民健康保険が非常に上がってくると。都会のほうがやっぱり、当然、ある面

一般会計持ち出しもあるのかもしれませんけれども、本税方式で所得、収入割でいった場合

にそういう非常に守られていて、これが田舎に来るとやっぱり２倍ぐらいにはね上がるんだ

というようなことで、そういう値上がりをした苦情の相談に乗ったことも何件かあるんです
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けれども、現状でもそういうことなんですよ。本当にここのところは大変な状況だというふ

うに思います。 

  ただ、町長言われたように、統一化と言っても、言ったように、静岡市やなんかというの

はたしか本条方式じゃないですかね。だから、そういう方式含めて、全部一律にはならない

んじゃないですか。それは、あくまでも法律の厚生労働省の出している法律概要では、あく

までも市町村ごとに納付金を決定すると、市町村ごとの医療水準、所得水準を考慮すること

を基本とすると、こういう法律の説明というものがされているわけですよね。だから、この

辺はちょっと違ってくる。何か、町長の言っている意味、統一化しようというのは、もしか

すると、一般会計からの持ち出しをなくしましょうということを、みんなで渡れば怖くない

よということで決められているんじゃないかなというふうに、この間の特会での予算審議の

ときもちょっと感じたんですけれども、やっぱり住民負担の問題と、国でさえ言っているよ

うな医療費水準、また所得水準というのがばらばらの中でね、何でもかんでも一緒にすれば

いいということも、これはちょっと適切じゃないんじゃないかなというふうに思います。そ

れは、ちょっと町長のほうに。 

  それと、事務的な問題で、やっぱり200万円のやつ、今、所得限度額のふえる世帯はわか

ったんですが、200万円のやつで現状からどのくらいふえるか。結局、変な話なんだけれど

も、実際1,000円だよと言っても、２割、５割の軽減世帯がうちの町も非常に多いと。逆に

また、限度額を超える世帯も多いということになると、条例の枠組みとしては1,000円ずつ

しか上げませんよと言っても、真ん中のところが結果として非常にいつも値上げ幅は大きく

なるんですよ、実際問題。そうすると、本当にそこの現役世代というのは負担が思わぬとこ

ろでね、上がってくる。だから、担当課のほうでつけてくれた資料のようにはいかないんで

すよね。実際、軽減世帯と限度額世帯が多いもので。だから、ちょっとその今の条件と一緒

でいいですけれども、200万円で資産なしでいって、それがどれだけ中間の世帯の負担増に

なるのかということは、もう少し御説明いただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、言ったように、山田議員の言ったのはそのとおりでございます。

基本的にはそれによって、県があげているんですよね。要するに統一化することによっても

県が結構負担するもので、国とかやっぱりある一定の中でね、やってもらっても私はそうだ

と思うんだけけれども、厚生労働省の今言ったように、そういうあれです。基本的には私、

それは県の逃げの中でそういうやつが出てきたと、自分としては考えるんですよ。あくまで、



- 164 - 

 

基本的には全県一定の中で、やった中で、それは当然滞納が少し出てきますから、そこはあ

るとしても、やっぱりこれができたかわりには、やっぱり静岡県、ある程度、県一帯が同じ

ような方式でこれやらなければ私はいけないじゃないかと考えております。しかし、その中

でやっぱり滞納とかいろんなことが出てきますから、またそれは別の問題といたしましても、

やっぱり基本的には全県下同じような感じでやらなければ、県が国に対しまして一体化やる、

それは私はメリットはないと考えておりますもので、それは十分まだ２年間ありますもので、

それは十分また国・県のほうに訴えていきたいと考えておりますので、御理解願いたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいまの件ですけれども、一応国からの説明、まだ詳

細の説明はないんですけれども、一応県単位での標準税額というものは提示されるという話

を聞いております。それに基づいて、各市町で別な税率をつくることは、各町の国保運営協

議会で審議いただいて可能だというふうには聞いておりますけれども、とりあえず全県単位

の標準税額は示されるという話を伺っております。 

  それから、200万円の世帯の関係です。すみません。所得割が200万円、資産がゼロ、均等

割と平等割という形で、税額のほうが、後期支援分が2.0から2.4に上がり、均等割、平等割

1,000円ずつアップ、それから介護分のほうが1.6から2.1に上がり、1,000円ずつ均等割、平

等割アップという形になりますが、先ほどお示ししたように、新しい税率ですと28万8,500

円ということになりますが、今までの税率でいきますと26万6,000円、約２万2,000円程度の

上げ幅となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） ３回目ですけれども、すみません。 

  町長、そうしますとね、今の事務方の説明も含めて考えると、標準税額ということですけ

れども、問題はやっぱり個々の場合は、税額方式というのがあるわけじゃないですか。今ま

での本条方式なのか、ただし書き方式でいくのか。方式からしても都市部は大体、本条方式、

だけれども町村とか地方というのは割と資産課税を含めて今までやってきたという流れがあ

るという中で、やっぱりそのところから。我々、大体議員の皆さんも県が広域になるという

ことでいくと、本当に事務も含めて県がやってくれるのかなと。だから、国民健康保険係は
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要らなくなって、場合によっては、下田の財務事務所の横に、そういうないし福祉健康セン

ターの中にそういうものができるのかなぐらい思っていたら、結果としてはそうじゃないと。

結局、そうする、一番の矛盾はね、やっぱり消費税や何かやったら、もっとこっちへ回して

もらいたい分と、県なんかの問題で言うと、やはり市町村合併があれだけ進んだのに、県の

職員というのは案外減ってないんじゃないのって、そういう面ではね。だからもっともっと

本来なら県の仕事、さらに政令都市で静岡市と浜松市がある。ほとんどの仕事は浜松市役所

と静岡市役所がやるというような中でいくと、県なんかのところがね、基本的にやっぱり合

併なんかがあったにもかかわらず、進んでいなくて、その上でさらに市町へ出し渋るという

ことでは、すごくおかしな話になっていますよねという部分があります。 

  同時に、町長、やっぱり政治的な問題として一番大事なのは、一般会計からの繰り出しは

確かに財政的な負担になっている部分もあると思います。ただ、今の人口構成を見ますと、

どう考えてもこの四、五年というのが、やっぱり医療費がある面、人数的にも当然病院に行

かれる回数が月１回の人が、やっぱり月２回、３回になる。また、それによって重い病気に

なる可能性が一番出てきて、大体平均して70を超えてから医療費はふえるわけじゃないです

か。そうすると、そういうことにやっぱり準備していくというようなことも含めてね、考え

ていくと、やっぱり私は町として、この値上げの部分は値上げの部分であったとしても、一

般会計からの繰り入れはある程度減らさずに、そこそこ持って基金を持っていかないと、今

の状況の基金ではそういう事態にはたえられないんじゃないのかなというような状況にある

というふうに思いましてね、その点では財政運営も根本的に見直す点があるんじゃないかと

いうふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これから国保に対する一般会計の繰り出し、これは本当にこれから真

剣になって考えたいと、本当にこの町の予算、組めません。その辺、山田議員言うように慎

重にやって、それは基金も積み立てて。そういう中でやっぱり自分が考えているのは、この

町単独でいきましょうとしましたから、ある程度のそれに対する負担ですかね、やっぱりあ

る程度の覚悟はしてほしいと思っています。こういう小さい町が単独でいくためには、やっ

ぱり国保税は今言ったように値上げせざるを得ない。これはある程度国保に対しまして基金

をつくるためには、やっぱりある程度国保税を値上げした中でこの足腰を強くして、さらに

一般財源からの繰り出しを低くしていきたい。そうしていかなければ、本当、一般財源から

の繰り出しはどんどん大きくなっていきますので、その辺また議員の皆さん方と相談して、    
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町民の理解を得た中で、国保運営はやっていきたい、そう考えております。 

  それで、やっぱり今言ったように、自分も広域化するときから、一応県が全部やってくれ

ると思ったんですよ。そういう中で、今山田議員が言ったように、あくまでやった中で、事

務は各町におりてくる。こうなって、果たしていかがなものか。それは自分も考えています。

その中で、県のほうも、本当に言ったように西部と中部はもう静岡、浜松、政令指定都市に

なったもので、何回も言っているように、県さんはもうほとんど東部のことを一生懸命考え

てほしいと、そういう考えでいますもので、ちょっと知事と違う考えがありますもので、こ

れだと町もまた議会の皆様方もね、そういう事情ですから、県のほうも東部のほうに力入れ

てくださいということをまたお願いしていきたいと思いますもので、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 反対討論をしたいと思います。 

  町長言われたように、町長と認識も一緒にするところはあります。ですから、やっぱりこ

の国保の問題については、国また県がしっかりと町民生活をサポートするという役割を果た

していただかないと、これは町だけではなかなか大変だと。この取り組みは、やっぱり町長

言うようにしっかりしていただかなきゃいけない問題があります。しかし、同時に、今後の

町の人口構成見ますと、将来的にも考えていきますと、やっぱり町独自でも高齢化に対応し

た準備というのは、一般会計からの繰り入れを含めて、そういう準備はしっかりしていかな

きゃならないんじゃないかと。そういう点では、今回は当初予算でもやっぱり一般会計から

の繰り入れの削減等をしているわけで、そういう点含めて、今後ぜひ見直しをしていただく

という問題点があるじゃないかという点を指摘をして、住民負担の増加ということとあわせ

て、今回は私は反対したいと思います。 

  今後とも、町長、今回答弁されたような方向でぜひ取り組みを強めていただいて、将来的

にも今後この問題が大きな町民負担にならないように取り組んでいただきたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（村木 脩君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、私たち、非常にこういう国民健康保険というものに対しては関

心があるわけでございます。実際の話として、やはり負担は軽くしてもらいたい、それで医

療にかかったときには十分な保険の支援を受けたい、そういう気持ちがあるわけでございま

す。なかなか自分が病気しないと、保険料というものに対するありがたさというものが理解

できない。非常に負担がふえていく、そういうものが、この国民健康保険という裏側にはあ

るのではないのかなと思うわけでございます。 

  しかしながら、私たちの負担を軽くするためには、町のほうにも一般会計よりの繰り出し

をして、支援をしていただきたい、それが本音でございますけれども、自分たちとしても応

分な負担をしなければいけない。今度の値上げにつきましても、全ての人たちの値上げでな

くして、限度額の引き上げをして、この平成30年までは今の引き上げた状況の中で、広域化

を迎えるまで頑張って値上げをしない。後は値上げをしないでいきたいという、そういう姿

勢がございますものですから、私はこの値上げについては賛成をさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（村木 脩君） ほかに討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） これで討論を終結します。 

  これより議案第34号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（村木 脩君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第３５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（村木 脩君） 日程第３ 議案第35号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 



- 168 - 

 

  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35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。 

  介護保険法施行令の改正に伴い、条文の整備を図るため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、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第35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、説明させていただきます。 

  説明は、改正文の朗読並びに概要説明にて行わせていただきます。 

  ２ページ目をお開きください。 

  東伊豆町条例第 号。 

  平成 年 月 日。 

  東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例。 

  東伊豆町介護保険条例（平成12年東伊豆町条例第26号）の一部を次のように改正する。 

  第２条に次の１項を加える。 

  ２項、前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成27年度

から平成29年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、26,100円とす

る。 

  附則。 

  この条例は、公布の日から施行し、改正後の東伊豆町介護保険条例の規定は、平成27年４

月１日から適用する。 

  内容ですけれども、次のページ、議案第35号説明資料をごらんください。 

  平成26年６月に「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）」、こちらが公布され、保険料の多段階化と保

険料率の見直し部分については、３月定例会で条例改正を議決いただいたところであります。 

  今回は、公費による低所得者の保険料軽減強化について、国の平成27年度予算が４月９日

に成立したことを受け、町の介護保険条例を改正するものです。 
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  具体的には、年金受給者で世帯全員が住民税非課税の場合、世帯全員が住民税非課税で合

計所得が80万円以下の場合、生活保護受給者、この３者を対象にこれまで保険料率が基準額

の0.5だったものが、基準額の0.45に改正となります。当町の基準額は５万8,000円となって

おりますので、これまで２万9,000円の保険料が２万6,100円に軽減強化される内容となりま

す。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、お願

いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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35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（村木 脩君） 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３６号 静岡県市町総合事務組合規約の変更について 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 議案第36号 静岡県市町総合事務組合規約の変更について

を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第36号 静岡県市町総合事務組合規約の

変更について、提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、伊豆市及び伊豆の国市で構成する伊豆市伊豆の

国市廃棄物処理施設組合が静岡県市町総合事務組合に加入することに伴い、規約を変更する
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ものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） それでは、議案第36号 静岡県市町総合事務組合規約の

変更について、朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  次のページをお開きください。 

  静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約。 

  静岡県市町総合事務組合規約（平成18年３月23日市行第581号）の一部を次のように変更

する。 

  別表第１及び別表第２第３条第２号及び第３号に関する事務中「田方地区消防組合」の次

に「、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合」を加える。 

  附則。 

  この規約は、静岡県知事許可の日から施行する。 

  以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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36号 静岡県市町総合事務組合規約の変更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（村木 脩君） 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３７号 平成２７年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号） 
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○議長（村木 脩君） 日程第５ 議案第37号 平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第３

号）についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第37号 平成27年度東伊豆町一般会計補

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5,545万円を減額いたしまして、歳入

歳出予算の総額を51億8,525万円とするものであります。 

  歳入の主な内容を申し上げますと、奈良本地区避難地整備事業に対する交付金の内示に基

づき、国庫補助金並びに町債を減額いたします。 

  寄付金では、ふるさと納税寄付金について年間見込み額として増額措置いたしました。 

  また、民生費寄附金として１件の御浄財が寄せられましたので、御意向に沿って活用させ

ていただくことといたします。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、先ほどの奈良本地区避難地整備事業について、

交付金の内示額に応じて事業内容を見直しし、本年度は建物解体、撤去のみを施行し、公園

整備については先送りとしたため、工事請負費及び監理業務委託料を減額いたします。 

  また、ふるさと納税寄付金を新設基金へ積み立てするため、基金積立金を増額いたします。 

  必要な財源配分を行った後、余剰財源につきましては、財政調整基金への繰り戻しとさせ

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（村木 脩君） 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37号 平成27

年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）について概要を説明いたします。 

  補正予算書とあわせましてお配りいたしました資料もごらんください。 

  平成27年度東伊豆町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,545万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ51億8,525万円といたします。 
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  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、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、１項国庫負担金、補正前の金額に163万9,000円を追加し、２億4,155万

3,000円といたします。民生費国庫負担金の低所得者保険料軽減負担金では、介護保険の制

度改正により低所得者の保険料が軽減されることとなり、この保険料軽減分に対する国の負

担分を増額いたします。 

  ２項国庫補助金、補正前の金額から3,789万8,000円を減額し、２億4,731万9,000円といた

します。消防費国庫補助金では、奈良本地区避難地整備事業に対する交付金の内示に基づき、

市街地整備事業を減額いたします。総務費国庫補助金では、社会保障税番号制度に対応する

ためのシステム整備について、補助基準額変更の内示に基づき、社会保障税番号制度システ

ム整備費補助金を減額いたします。 

  15款県支出金、１項県負担金、補正前の金額に81万9,000円を追加し、１億7,347万1,000

円といたします。民生費県負担金では、先ほどの国庫負担金と同じく、介護保険の制度改正

に伴い、低所得者保険料軽減県負担金を増額いたします。 

  17款、１項寄付金、補正前の金額に1,204万円を追加し、1,204万2,000円といたします。

民生費寄付金では、社会福祉費寄付金として、チャンジーバンド代表の古賀廣明様より３万

9,201円をお寄せいただきました。また、ふるさと納税寄付金では、年間見込み額として

1,200万円を増額措置いたします。寄付者の御意向に沿って社会福祉基金及びふるさと納税

基金へ積み立て、有効に活用させていただきます。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、補正前の金額から374万5,000円を減額し、４億7,189万円

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余剰財源を基金へ繰り戻すため、

財政調整基金繰入金を減額いたします。なお、今回の繰り戻し及び平成26年度決算剰余金の

積み立て後の財政調整基金の残高は、約４億9,300万円と見込んでございます。 

  20款諸収入、４項雑入、補正前の金額に407万円を追加し、6,853万4,000円といたします。

消防団員退職報償金では、当初予算編成時の調査から退職者が増員となったため、増員９名

分の歳入を増額措置いたしました。自主防災組織育成事業助成金では、災害時等に各地区の
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自主防災組織で使用する資機材の購入費に対する助成金の交付決定に基づき、今回増額いた

します。 

  21款、１項町債、補正前の金額から3,220万円を減額し、５億6,430万円といたします。奈

良本地区避難地整備事業に対する交付金の減額を受け、事業費の見直しに伴い、町債につい

ても減額といたします。 

  ２ページをごらん願います。 

  次に、歳出について御説明いたします。 

  １款、１項議会費、補正前の金額から129万9,000円を減額し、6,833万4,000円といたしま

す。議員共済組合給付費負担金の確定に伴う減額であります。 

  ２款総務費、１項総務管理費、補正前の金額に566万6,000円を追加し、６億7,589万5,000

円といたします。 

  電算費では、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の補助基準額変更に伴い、保守

管理委託料を減額いたします。また、設備整備費が新たに補助対象となったため、電算用備

品を増額いたします。 

  ふるさと納税基金費では、ふるさと納税寄付金を新設の基金へ積み立てするため、基金積

立金を増額いたします。 

  ２項徴税費、補正前の金額に367万8,000円を追加し、9,746万5,000円といたします。固定

資産税等の徴税還付のため、徴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344万2,000円を追加し、９億8,166万9,000

円といたします。介護保険費では、歳入で御説明いたしました介護保険の制度改正に伴う保

険料軽減に対する公費負担として、介護保険特別会計繰出金を増額いたします。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、補正前の金額に79万2,000円を追加し、２億1,250万8,000

円といたします。保健・福祉センター費では、合併処理浄化槽のブロアー故障により修繕料

を増額いたします。 

  ５款農林水産費、１項農業費、補正前の金額に120万円を追加し、１億6,293万2,000円と

いたします。農業振興費における有害鳥獣捕獲報奨金の増は、鹿やイノシシの増加により、

捕獲報奨金に不足が見込まれるため増額するものであります。 

  ６款、１項商工費、補正前の金額に50万円を追加し、１億6,614万1,000円といたします。

観光費では、池尻海岸遊歩道の修繕のため、修繕料の不足額を増額するものであります。 

  ８款、１項消防費、補正前の金額から6,925万3,000円を減額し、６億4,849万3,000円とい
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たします。非常備消防費では、歳入でも御説明いたしました消防団員の退職者９名増に伴い、

消防団員退職報償金を増額するものであります。防災対策費では、財団法人自治総合センタ

ーからの助成金を活用し、各自主防災組織に車椅子及びリヤカーを配備するため、防災用器

具備品を増額いたします。また、歳入でも御説明いたしました奈良本地区避難地整備事業に

ついて交付金の内示額に合わせ事業内容を見直しし、奈良本地区避難地整備工事並びに監理

業務委託料を減額いたします。 

  ３ページをごらん願います。 

  第２表、地方債の補正でありますが、奈良本地区避難地整備事業について3,220万円の減

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。 

  ４ページ、５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おります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額52億4,070万円から5,545万円を減額いたしまして、51億

8,525万円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額52億4,070万円から5,545万円を減額いたしまして、51億

8,525万円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国・県支出金が3,561万5,000円の減、地方債

が3,220万円の減、その他財源は1,611万円の増、一般財源は374万5,000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（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  ７番、飯田議員。 

○７番（飯田桂司君） 私のほうは、ちょっとお聞きしたいのは、総務のほうで議題になった

かと思いますけれども、５款の農業費の関係ですけれども、今、有害駆除の関係で当初予算

より120万円補正したよということでお話があったわけですけれども、この内容について、

もう一度詳しく教えてください。 

○議長（村木 脩君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） ただいまの飯田議員の御質問ですけれども、報償費、いわ

ゆるニホンジカ、それからイノシシ、猿に対する有害駆除の報奨金ですけれども、当初予算

で今年度120万円を予算計上させていただきましたが、今年度有害鳥獣の被害が非常に多い
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ということで、現在、猟友会さんのほうの許可による捕獲で既に106万5,000円の実績という

ことで、５月末なんですけれども、報奨金が支払われております。これから11月の猟期を迎

えるまでの、まだ４カ月強残っておりますが、その間に関する報奨金ということで今回補正

をさせていただきました。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） ７番、飯田議員。 

○７番（飯田桂司君） 今、担当課のほうから説明があったわけですけれども、ちょうど今、

時期的にシシについてはちょうど子供が生まれ、ウリボウというですけれども、ウリボウが

いる状況なんですけれども、先般も５匹ないし６匹ほど捕まえた経過があるわけですけれど

も、やはりそういう中で、当初予算で120万円ということで、補正でまた120万円上げてきた

ということですけれども、今後またこの120万円が足りなくなってくるような状況になって

くるんじゃないかなと思うんですよ。猟期はともかく、駆除が各地区から上がってくる中で、

やはり猟友会等含めてね、この120万円が足りなくなる、それはないかなと思いますけれど

も、今回の予算が削られている中で、やはりちょっと簡単な予算を組んだのかなというとこ

ろを多分に考えるわけですけれども、やはり今後補正等について、この予算が上がってくる

のかなということで、もう一度町長か、担当課でもいいですから説明をいただきたいと思い

ます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、当初予算の金額ですね。やはり前年度対象にした中で120万円、

これで十分足りるじゃないかとやっていました、当然。しかしながら、さっき課長が言って

いたように、もうことしは異常でございましてね、何か大変多いもので、今後も今までぐら

いのやつが欲しい。また今後さらに９月以降も、基本では絶滅させなきゃいけないもので、

また９月以降もこの補正は考えられます。とりあえず120万円、今回、やっぱり赤ちゃんを

産む時期とか、そういうことも言われています。そういう時期に何しろ早くやらねば、どん

どん増えていく、やっぱりウリボウが子供できたという中でね、早いうちの中で対応したい

となると、今回当初予算と同じぐらいの予算を上げさせていただきました。しかしながら、

本当にことしは多いと言っていますから、やっぱり９月以降も補正がないということは言え

ませんもので、また多くなったら補正させていただきたいと考えておりますので、今回はと

りあえず120万円という中でお願いしたい。やっぱり当初予算のときは、前年度でやったも

ので、ことしが異常に多いことだけ御理解願いたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） そのほか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） すみません。一般質問もしておいて、またかというと怒られるんで

すけれども。 

  やっぱり町長これもね、確かに飯田議員が今言われたように今後心配はあるんです。ただ、

私この間も言ったように、全て何でもかんでも、町だけで駆除で対応できるかというと、そ

このところはやっぱりこれもまた限界があります。そうしますと農家さん、また今、農家以

外のところでも、自分の家庭菜園であったり、いろんなところに鹿やイノシシが出てくるケ

ース、また今年広がっているわけですから、ぜひ啓蒙という部分、それぞれ個人でやっぱり

対応していただかなきゃならない問題だってあると思うんですよ。この間、飯田さんにお伺

いしますと、かなり大川なんかのほうだとね、今まで収穫しないようなビワの木を切ったり

とか、そういういろんなことっていうのは、やっぱり考えていただかないと、何でもかんで

も最後尻回ってきて、全部町が対応といっても、これもなかなかできないところがあります。

特に猿なんかも今、河津との境界の下側あたりには大分いて、びっくりするぐらい、車で通

るのも怖いぐらいいて、だからこれがやっぱりこっちに入ってくるんじゃないかなと、こう

いう心配もあるんですけれどもね。やっぱりできるだけ町民の、それぞれ所有者のできるこ

と、またそれで町がやらなきゃならないこと、この辺を踏まえた上でね、今回また増えてい

るということであれば、ぜひ対策、また、こんなことしましょうよというような対応策も含

めて啓蒙していただかないと、やっぱり最終的には町だけで対応できないんじゃないかなと

いうふうに思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員も一般質問で、やっぱり町だけでとてもできませんもので、

それの啓蒙は十分した中で、今後こういう有害鳥獣に対しましては対応していきたいと考え

ておりますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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。 



- 177 - 

 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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37号 平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）についてを採決し

ます。 

  本案は原案のとおり可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（村木 脩君） 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。 

  ここで10時45分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時２９分 

 

再開 午前１０時４１分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第３８号 平成２７年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第６ 議案第38号 平成27年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第１号）についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第38号 平成27年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出の予算の財源を更正するものであり、総額に変更はご

ざいません。 

  内容を申し上げますと、介護保険条例の改正により低所得者の保険料が軽減され、軽減分

は公費負担となることから、歳入予算の財源更正を行うものであります。 
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  詳細につきましては健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいま提案されました議案第38号 平成27年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成27年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところにより

ます。 

（歳入予算の補正） 

  第１条 歳入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予算の

金額は「第１表歳入予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳入の内容について説明をいたします。 

  １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正前の額から328万円を減

額し２億9,234万2,000円といたします。１節現年度分保険料、細節１特別徴収保険料、208

万5,000円並びに細節２普通徴収保険料、119万5,000円の減は、先ほど議決いただいた議案

第35号に基づく公費負担による低所得者の介護保険料軽減分です。 

  ８款繰入金、１項一般会計繰入金、５目低所得者保険料軽減繰入金、補正前の額に328万

円を追加いたします。１節現年度分繰入金、細節１低所得者保険料軽減繰入金328万円の増

は、１款の保険料軽減に対する公費負担分を増額するものです。 

  ２ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を、歳入補正予算事項別明細書に総括してございます。 

  合計での増減はございませんので、御確認をお願いします。 

  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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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38号 平成27年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

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（村木 脩君） 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 同意案第９号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 

○議長（村木 脩君） 日程第７ 同意案第９号 東伊豆町教育委員会委員の任命についてを

議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 東伊豆町教育委員会委員に下記の者を任命することについて、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるもので

あります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取610番地の11。 

  氏名、渡邊健司。 

  提案理由を申し上げます。 

  現職の渡邊健司教育委員が、平成27年８月31日をもって任期満了となるため、再任をお願

いするものでございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより同意案第９号 東伊豆町教育委員会委員の任命についての同意を求める件を採決
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します。 

  本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。 

 

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

 

◎日程第８ 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行います。 

  静岡県後期高齢者医療広域連合議会につきましては、広域連合規約第７条の規定により、

20人をもって組織されています。その中で、町議会議員区分からは４人を選出して組織する

こととされています。このたびの統一地方選挙により、町議会議員区分から選出すべき議員

のうち４人が欠員となり、その補充のため候補者を募ったところ候補者が５人となり、選出

すべき人数４人を超えましたので、投票による選挙を行うものです。 

  この選挙は、広域連合規約第８条の規定により、全ての町議会における得票総数により当

選人を決定することになりますので、会議規則第33条第２項の規定に基づく選挙結果のうち、

当選人の報告及び当選人への告知は行えません。 

  そこでお諮りいたします。選挙結果については、会議規則第33条第２項の規定にかかわら

ず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告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（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、選挙結果の報告については、会議規則

第33条第２項の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することに決

定いたしました。 

  選挙は投票で行います。 

  議場の出入り口を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

○議長（村木 脩君） ただいまの出席議員は12名です。 

  次に、立会人の指名を行います。 
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  会議規則第32条第２項の規定により、立会人に３番、栗原議員及び５番、西塚議員を指名

いたします。 

  これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、両名が立会人に決定いたしました。 

  候補者名簿をお配ります。 

（候補者名簿配付） 

○議長（村木 脩君） 候補者名簿の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 配付漏れなしと認めます。 

  これより投票用紙を配ります。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

（投票用紙配付） 

○議長（村木 脩君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（村木 脩君） 異状なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。 

  議会事務局長が議席番号、氏名を呼び上げますので、順次投票を願います。 

（投  票） 

○議長（村木 脩君） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  これより開票を行います。 

  ３番、栗原議員及び５番、西塚議員は、開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開  票） 

○議長（村木 脩君） 選挙の結果を報告します。 
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  投票総数12票、有効投票12票、無効投票ゼロ票です。 

  有効投票のうち、土屋粂太郎議員 11票。 

          大庭 桃子議員 １票。 

  以上のとおりです。 

  議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

 

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

 

◎日程第９ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（村木 脩君） 日程第９ 陳情・要望書等の審査についてを議題とします。 

  審査を付託した総務経済常任委員長の報告を求めます。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 平成27年６月22日。 

  東伊豆町議会議長 村木脩様。 

  総務経済常任委員会委員長 藤井廣明。 

  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。 

  受付番号、101。 

  付託年月日、平成27年６月18日。 

  件名、「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の陳情書

です。 

  審査の結果、採択。 

○議長（村木 脩君） 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（村木 脩君） 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。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより陳情・要望書等の審査報告について採決します。 

  本件に対する委員長の審査報告は採択であります。 

  この審査報告については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査については、委

員長の報告のとおり決しました。 

 

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

 

◎日程第１０ 意見書案第４号 最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充

  を求める意見書について 

○議長（村木 脩君） 日程第10 意見書案第４号 最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援

策の拡充を求める意見書についてを議題とします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 意見書案第４号。 

  最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充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、最低賃金の大幅引き上げと

中小企業支援策の拡充を求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成27年６月22日提出。 

  東伊豆町議会議長 村木脩様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 藤井廣明。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 稲葉義仁。 

  最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書（案）。 

  「最低賃金」は、労働者の生活の安定、労働条件の改善を図る上で大変重要な役割を担っ

ている。最低賃金を大幅に引き上げることは、労働者の「質」を高め、企業の生産性を向上

させ、地域経済が活性化される。 
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  現在、非正規雇用労働者は2,000万人を超え、その多くが若者と女性で占め、フルタイム

で働いても年収200万円以下の「ワーキングプア」という状況で、経済的自立や結婚もおぼ

つかない状況は、少子化の最大要因であり、社会保障制度の根幹も揺るがし、地域経済の衰

退を招く事態になる。 

  本県の最低賃金は、昨年10月に時間給765円へ改訂された。これは、全国平均時間給（現

在780円）を６年連続下回っており、通常労働者と同じ時間数働いた場合、月額118,575円

（7.75時間×20日）と著しく低いものである。これは、地方から大都市への人口流出の要因

にもなっている。 

  そこで、国においては、最低賃金の趣旨をふまえ、労働者の生活の安定という本来の役割

が担える額に引き上げること。欧米諸国で制度化されている全国一律最低賃金制度を確立す

ること。最低賃金引き上げのために、中小企業に対する賃金助成や税･社会保険料の減免な

ど、国の支援予算を増額するとともに、大企業による単価の買いたたき、一方的な発注中止

をやめさせ、中小企業と大企業が公正に取引できるようルールを確立させることを求める。 

  2010年、政労使の雇用戦略対話によって、最低賃金は「できる限り早期に全国最低800円

を確保し、景気状況に配慮しつつ、2020年までに全国平均1,000円を目指すこと」が合意さ

れた。このことを踏まえた審議を求める。 

  記。 

  １．国は、最低賃金法を見直し、全国一律最低賃金を確立すること。 

  ２．国は、最低賃金を時給1,000円以上にすること。 

  ３．中小企業の支援策を拡充すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成27年６月22日。 

  静岡県東伊豆町議会。 

  意見書の送付先はその裏に一面ありますが、下記のとおりですので、よろしく御参照くだ

さい。お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより意見書案第４号 最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策

の拡充を求める意見書についての質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより意見書案第４号 最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見

書についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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 議員派遣について 

○議長（村木 脩君） 日程第11 議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。議員派遣については、お手元に配付したとおり、現時点で期日等が確定し

ている行事について派遣することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣については、お手元にお

配りしましたとおり派遣することに決定しました。 

 

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

 

◎日程第１２ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（村木 脩君） 日程第12 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

  内容としては、議会の運営に関すること、議会の会議規則・委員会に関する条例等に関す

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３回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 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
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に決定しました。 

  これをもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 

  したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。 

（「動議を出してあると思うんですけれども」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０９分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○議長（村木 脩君） それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

  先ほどの閉会は、山田議員の動議が提出されているということですので、ただいまから14

番、山田議員からの動議が提出されておりましたので、賛成は……。 

  それでは、14番、山田議員より動議の内容について説明を。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１１分 

 

再開 午前１１時１６分 

 

○議長（村木 脩君） それでは、休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程の追加について 

○議長（村木 脩君） 追加の議事日程をお手元に配付させていただきましたので、御確認願

います。 

  お諮りします。お手元に配付いたしました14番、山田議員から提出されました意見書案第

５号を日程に追加し、追加日程第１として議事を進めたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 



- 187 - 

 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。したがって、追加日程第１として議事を進めま

す。 

 

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

 

◎追加日程第１ 意見書案第５号 安全保障関連法案の徹底審議を求める意見書に

   ついて 

○議長（村木 脩君） 追加日程第１ 意見書案第５号 安全保障関連法案の徹底審議を求め

る意見書についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 意見書の説明をさせていただきますが、その前に、すみません、事

務局との連携の不手際がございまして、少し時間をとらせてしまいました。まことに申しわ

けございませんでした。 

  皆さん御承知のように、連日、テレビ、新聞等で現在の安全保障関連法案が議論されてい

るという状況でございます。しかし、今この法案につきまして、例えばこれ読売新聞の世論

調査でありますが、政府・与党の法案についての説明は十分でないと言う人がやっぱり８割

だと、そういうような状況が出ているという中で、賛成、反対それぞれあろうと思いますが、

やっぱり国のあり方を変える大事な法案でありますので、徹底した審議をお願いをしたいと

いう趣旨の意見書でございます。以下、朗読をさせていただきます。 

  意見書案第５号。 

  安全保障関連法案の徹底審議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、安全保障関連法案の徹底審

議を求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成27年６月22日提出。 

  東伊豆町議会議長 村木脩様。 

  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 内山愼一。 
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  次をお開きください。 

  安全保障関連法案の徹底審議を求める意見書（案）。 

  政府が、今国会に提出している安全保障関連法案は、世界中で起こる戦争に自衛隊が軍事

支援・参戦する集団的自衛権の行使容認などを盛り込んだ法案で、平和国家の建設を目標と

してきたこれまでの国の在り方を根本から変える内容を含んだものであり、法案の審議を通

じて、危険な問題点が次々と明らかになっている。 

  第一に、従来の自衛隊の活動は、「非戦闘地域」に限定されていた。しかし、法案では、

「非戦闘地域」の枠を外して、より危険な「戦闘地域」まで出かけて軍事支援を行うとして

いる。相手から攻撃される危険性が高まり、攻撃されれば、武器を使用することで海外での

戦闘参加となる恐れがあること。 

  第二に、形式上「停戦合意」が成されているものの、なお戦乱が続いているような地域に

自衛隊を派遣し、物資や兵士の輸送に加えて危険な治安維持活動に取り組むことである。

3,500人もの戦死者を出したアフガニスタンのＩＳＡＦ（国際治安支援部隊）などへの参加

の道が現実味をおびてきたこと。 

  第三に、従来は日本が攻撃された時、日米安保条約等により日米で対処するとしてきたが、

法案では日本がどこからも攻撃されていなくても、集団的自衛権を発動し、アメリカの海外

での戦争に自衛隊が参戦し、武力行使に乗り出すことなどである。 

  さらに、６月４日に開かれた衆議院の憲法審査会では、参考人として招致された３人の憲

法学者が、集団的自衛権の行使を可能にする安保関連法案について、全員が「憲法に反す

る」との見解を表明した。 

  今回の法案は、政府が銘打った「平和・安全」とは逆に、武力行使を禁じた憲法９条に抵

触する問題を数多く含む法案であることから、充分な検討や慎重な判断が求められている。 

  また、国の在り方を根本から変える内容であるから、どの法案よりも国民のコンセンサス

が重要で不可欠である。しかし、未だに国民のコンセンサスが得られたという状況にはない。 

  よって、政府・国会においては、今国会に提案されている「安全保障関連法案」の徹底審

議を行うとともに、広く国民の合意が得られない状況の下、これを強行することのないよう

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６月22日。 

  静岡県東伊豆町議会。 
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  送付先につきましては、別紙に添付のとおりでございます。 

  よろしく御審議をお願いします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 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。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） ただいま提出されました安全保障関連法案の意見書に関しましては、

私は反対の立場で意見を述べさせていただきたいと思います。 

  今、国も、非常に諸外国からのいろいろな情勢の中で、我が国の国民をどう守るかという

一つの岐路に立っております。こういう事態のときに、何もしないで国民を守れるかという

一つの判断を私も求めたいと思います。こういう国が一所懸命、我が国民のために頑張って

守っていきたいという、そういう理論に対しましては、私は国の行うことについては私たち

も賛同し、守っていただきたいという、そういう気持ちがございますものですから、それに

対する反対の意見書については、私は反対をさせていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 次に、本案に賛成者の方はおられますか。 

  ６番、内山議員。 

○６番（内山愼一君） 意見を述べさせていただきます。 

  これはあくまで徹底審議をしてほしいということですから、最終的な採決はわかりません。

いずれにしても、今、提出者が言われたように、法案については集団的な自衛権の行使容認

をする、そういう中で、提出者が言ったように３個の理由があったわけです。非戦闘地域の

中でも、それを外してどこでも海外で攻撃ができるような形。 

  それから２番目については、いずれにしても停戦合意がされているところへでも行ける、

そういうふうな危険度。 

  それから３つ目には、どちらにしても他国から攻撃されたときに、すぐに攻撃に入れるよ

うな形があります。そういう点で、戦争が起きる可能性を多分に秘めております。 

  そして、さらに私が一番重視したのは、６月４日に開かれた衆議院の憲法審査会です。与

党、野党から推薦された学者の先生方からも、憲法違反の形が指摘されています。そういう

ことで、この法案については今、国会のほうでも審議をされていますけれども、これから会

期延長もするようなことがあります。そういう意味でも、国も従来夏まで採決をしていくよ
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うなことがありましたけれども、国会を延長してやるようなことがあります。慎重審議をし

て、それから、強行するような形がないような格好のことの中で、意見書をここの私ども東

伊豆町の議会で提出することは有意義なことであると思うもので、賛成いたします。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） これをもって討論を終結します。 

  これより意見書案第５号 安全保障関連法案の徹底審議を求める意見書についてを採決し

ます。 

  この採決は起立によって行います。 

  意見書案第５号 安全保障関連法案の徹底審議を求める意見書についてに賛成の方の起立

を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（村木 脩君） 起立少数であります。意見書案第５号 安全保障関連法案の徹底審議

を求める意見書については否決されました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（村木 脩君） これをもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 

  したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定

しました。 

  平成27年東伊豆町議会第２回定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午前１１時２７分 
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