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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、おはようございます。 

  平成30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、厚く御礼申し上げます。 

  本格的な梅雨を迎え、日々の天候が気になるところですが、皆様におかれましては、健康

に十分御留意され、審議に御精励くださいますようお願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成30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（飯田桂司君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より、平成30年第２回定例会の運営について御報告いたします。 

  まず、本定例会には８名の議員の方々より18問の一般質問が通告されております。一般質

問の趣旨をよく御理解され、円滑に質疑、答弁が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、８番議員、14番議員より掲示板の使用、８番議員より資料配付

の願いが出されております。 

  本定例会の提出案件といたしましては、条例の一部改正案が３件、組合規約の変更案件が

１件、補正予算案が２件、合計６件がそれぞれ日程に組み込まれております。 

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

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します。 

  議会からは、議員派遣の議案１件となります。 
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  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期は、本日から予備日を含めて６月18日までの

５日間とします。 

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

をお願いすることになりますので、御承知願います。 

  なお、この結果によっては、意見書案が日程に組み込まれますので、御留意願います。 

  また、節電対策といたしまして、議員の服装については当局と同様にクールビズを実施し

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

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

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

委員会からの報告といたします。 

  以上でございます。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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 会議録署名議員の指名 

○議長（飯田桂司君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
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  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、２番、稲葉議員、３番、

栗原議員を指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から予備日を含め６月18日までの５日間にしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、会期は５日間と決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（飯田桂司君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  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、担当常任委員会にて審査し、明日報告をお願いすることになりますので、

御承知願います。 

  議長の出席した会議等の報告については、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。 

  なお、本日の定例会終了後に総務経済常任委員会を開催しますので、御承知ください。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（飯田桂司君） 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） 
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○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成30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申し上げます。 

  政府が公表した５月の月例経済報告によれば、景気は緩やかに回復しているとの判断が５

カ月連続で示されました。また、個人消費につきましては持ち直しているとし、さらに設備

投資は緩やかに増加しているとのことで、景気の先行きについても、雇用・所得環境の改善

が続く中で、緩やかな回復が続くことが期待されるとの見通しを示しております。 

  このような中、当町の経済状況を示す指標の一つでもあります入湯客数ですが、29年度に

おきましては79万5,564人となり、前年度対比で１万567人の減で、1.3％のマイナスとなり

ました。３月から７月は堅調だったものの、その後の10月の悪天候、２月の記録的な低温な

どにより、通年での入湯客数は減少したものと考えております。さらに、旅行形態の変化や

人手不足などに対応するため、施設を改修する際に宿泊定員を減らす旅館もあり、その点も

入湯客数の減少に影響を及ぼしております。 

  今後も人口減少や団塊の世代の高齢化など、国内旅行需要が減少する要素があることから、

宿泊単価を上げ、さらに町内での食事や買い物などにおける消費額を増やすとともに、当町を

訪れたお客様の満足度を上げるための環境整備が今後非常に重要になるものと考えております。 

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

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

民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  私が町民の皆様からの負託を受け、４期目の町政運営に当たり、はや２カ月半が経過いた

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

勢として、町の主要産業である観光産業を中心に施策の展開を図ってきたところでございま

す。社会情勢は日々刻々と変化し、将来を見通すことは難しい面があるものの、私は、「町

政は、町民の皆様の幸福と町発展のためにある」という揺るぎない信念のもと、議会の御理

解をいただき、町のためになることならば、前例踏襲にとらわれず、常に町民目線で町政の

かじ取りに努めてまいったところでございますが、引き続きこの心構え、初心を大切にし、

常にその時々の最良の手段を柔軟に追求しながら施策を推進してまいる所存でございますの

で、一層の御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

  それでは、重要施策につきまして述べさせていただきます。 

  まず、１点目といたしまして、「産業振興」でございます。伊豆漁業協同組合が事業主体
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となり来春オープンいたします「稲取漁港直売所」を核として、１次産業従事者の所得向上、

さらに町なかのにぎわいを創出し、経済活性化の起爆剤となるように支援してまいります。 

  観光の振興では、旅の満足度を高めるとともに、町内での飲食や土産品の購入など消費額

を引き上げる取り組みが必要であると考えております。具体的には、熱川温泉のしおかぜ広

場、稲取文化公園、稲取漁港周辺など、観光の核となる施設整備に取り組んでまいります。 

  また、商業の振興では、創業支援補助金交付制度を創設し、創業を志すやる気のある方を

支援して、町内の活性化を図ってまいる所存であります。 

  次に、２点目といたしまして、「安心して暮らせるまちづくり」に取り組んでまいります。

現在、大雨、暴風の際に屋内で防災行政無線の放送が聞き取りにくいとの御意見をいただい

ていることから、各家庭へ防災情報が的確に伝えられるよう、戸別受信機などの配置につい

て検討してまいります。 

  また、東日本大震災から７年が経過し、地震・津波防災に対する意識の低下に加え、近年、

全国各地で発生している水害、土砂災害等への対応についても、「安心して暮らせる町」が

実現できるよう積極的に取り組んでまいります。 

  今後、ますます進む高齢化社会に向けて、買い物等、町民の足となる送迎車の運用を検討

してまいります。 

  さらに、公共施設等総合管理計画をもとに、次のステップとなる個別計画を策定し、公共

施設の最適配置に努めるとともに、真に必要な住民サービスを見きわめ、事務事業の見直し

重点化を推進し、将来世代に負担を先送りすることのない町政運営に努めます。 

  次に、３点目といたしまして、まちづくりは「人づくり」と言いますように、人材の育成

として、各種団体等と協働でまちづくりを進めるとともに、継続して行っているオープン町

長室などを通じて、若手後継者の育成に引き続き力を入れてまいります。 

  また、まちづくりに取り組む若い世代を積極的に支援してまいります。さらに、Ｕターン

者の就業支援に取り組んでまいります。また、町の重要案件にもなってくると思われる県立

稲取高等学校の存続活動にも積極的に取り組んでまいります。 

  次に、４点目といたしまして、「子育て支援」でございますが、今までの施策を引き続き、

さらに子育てしやすいまちづくりを目指してまいります。特に若い母親が集える場所の確保

や財政状況を見きわめて、子育て中の財政負担を軽減すべく給食費の無料化、保育料の無料

化を実施してまいります。さらに、小学生、中学生の制服購入助成制度の創設も検討してま

いります。 
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  以上、３期目に引き続き、まちづくりに向けた重要施策の概要を述べさせていただきまし

たが、時代の動静を見きわめながら柔軟に対応していく所存でございますので、町民並びに

議員各位の御理解と御協力を賜りますよう念願いたします。 

  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  まず、防災関係ですが、４月11日の早朝に職員126名が参加し、動員訓練を実施し、参集

体制の確認を行いました。 

  また、今月３日は、土砂災害・全国防災訓練が行われ、当町では、町内全域の崖地、急傾

斜地を抱える土砂災害危険地域の住民の皆様を対象に、各地区において土砂災害に対する避

難訓練を実施いたしました。 

  当日は、避難に加え、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、モデル地区である大川地区において、下田土木事務所の職員の協力をいただき、土砂

災害への対応に関する詳しい説明を受けました。 

  近年、全国各地で大規模な水害・土砂災害が発生しておりますので、今後、大雨が予想さ

れる場合には、土砂災害の危険のある崖地、急傾斜地周辺はもちろんのこと、河川、水路周

辺の住民の皆様にも、水害の発生に備え、事前防衛を含めた早期行動をお願いいたします。 

  消防団関係では、４月１日に入団式を行い、新たに17名の消防団員が加わることとなりま

した。また、３月をもって退団された団員の皆様には、長きにわたり消防団活動を通じて地

域に貢献していただきましたことに心から御礼を申し上げます。 

  さて、４月27日に稲取地区で発生した建物火災では、消防署の迅速な消火活動に加え、消

防団の後方支援が迅速、的確に行われたことにより、大火とならず、人的被害もなかったこ

とは、消防署と消防団との連携体制が図られてきた成果であると考えております。 

  引き続き、消防団員の皆様には、自然災害等を含むあらゆる災害に備え、訓練等を通じ、

消防署との連携を図り、消防団本部、各分団、消防団員の１人１人の技能向上、体制強化に

努めていただくようお願いするものであります。 

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

に進め、減災に努めてまいります。 

  次に、ふるさと納税寄付金についてですが、平成28年度には、件数、寄付金額ともに大幅

に増加したところでありましたが、平成29年度には、寄付の返礼割合や品目などについて総

務大臣から通知があり、見直しを行ったことなどにより、前年度対比で３割程度減少という

結果となりました。 
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  さらに、本年４月にも大臣からの通知がありましたが、全国の市町村の足並みがそろって

いないため、４月、５月の実績は前年の４分の１程度と、勢いを失いつつあります。 

  この制度を今後も町内の経済活性化に活用していくため、今回の補正予算にＰＲのための

経費を計上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、企画関係ですが、都市部からのマンパワーを取り入れ地域の活性化を図るため任用

した「地域おこし協力隊」の隊員は、１期生２名が３年目を迎え、任期後の自立に向け足固

めの年となります。また、２年目の３名は、この町にもなれ、農漁業、観光の各産業でさま

ざまな体験を重ねて地域に根づいてまいりました。 

  さらに、本年はロケ支援の人材を任用し、観光商工課職員のサポートを行う中で経験を積

み、人脈を築いていただき、この町にとどまらず、伊豆半島のＰＲを担ってくれることを望

んでおります。 

  平成28年度からは、漫画、芸術、芸能の分野でプロを志す若者を受け入れ、金の卵を創出

する町としてＰＲするとともに、人手不足の解消や移住・定住につなげる取り組みとして、

「クリエーター創出事業」を行っております。現在、町内の宿泊施設に２名、飲食店に２名

が就業し、周囲の御理解をいただきながら創作活動を行っております。このたび、４名の作

品のお披露目をダイロクキッチンで行ったところであります。１週間で約120名の町民の皆

様がお見えになりました。彼らが一日も早いメジャーデビューを果たすことを願っておりま

す。 

  次に、税務関係ですが、５月末日で29年度の出納を閉鎖いたしたところ、前年度対比で町

税の収納率が若干ではございますが、向上する結果となりました。平成28年度に賀茂地方税

債権整理回収協議会が発足して以来、収納率は順調に推移しており、効果的に債権の整理回

収が図られていることを実感いたしております。 

  本年度以降は、これまでの実績を踏まえ、同協議会を存続した上で、賀茂１市５町主導に

よる共同徴収を継続することとしております。引き続き、効率的かつ効果的な滞納整理に努

めるとともに、困難な徴収事案につきましては、静岡地方税滞納整理機構への移管をするこ

とにより、専門的な組織のもとで合理的な滞納整理を図り、町政運営における貴重な自主財

源確保と町民の信頼に応える納税秩序の維持に努めてまいりたいと考えております。 

  また、各種税務研修による専門的知識及び技能の習得を通じて、職員の資質向上を図り、

公平かつ公正な賦課徴収事務の執行に力を注ぐとともに、納税者の利便性を高めるコンビニ

収納の利用促進に意を配し、さらなる税収の確保に努めてまいりたいと考えております。 



－10－ 

  次に、住民福祉関係ですが、住民サービスの向上を目的に、全国のコンビニ店でマイナン

バーカードを利用して、住民票や印鑑証明書等の交付を受けることのできるコンビニ交付サ

ービスを４月１日より導入いたしました。 

  役場の閉庁時でも交付を受けることができ、操作もわかりやすく、大変便利でありますの

で、ぜひとも御利用願いたいと思います。 

  ５月27日に、環境美化推進運転の一環として「町内一斉のクリーン作戦」を実施していた

だきました。大勢の町民の方に御参加をいただき、無事終了することができました。参加さ

れた皆様並びに関係各位の御協力に感謝を申し上げます。 

  交通安全関係では、４月６日から15日まで、春の全国交通安全運動が実施され、４月６日

には、交通指導員、学校及びＰＴＡ等の御協力をいただき、朝の街頭指導が行われました。 

  また、５月12日に開催された交通安全子供自転車下田地区大会において、熱川小学校から

選抜された５年生チームが出場し、団体戦で優勝いたしました。 

  自転車の乗り方の実技や交通ルールについての学科等を競い合ったもので、６月16日に静

岡市で開催される県大会に出場いたします。 

  なお、５月12日には、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浄財４万1,500円を御寄付いただきました。心から御礼申し上げます

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、賀茂地域における住民の健康寿命の延伸と生活の質の向上を

目指し、賀茂地域健康寿命延伸等協議会が設置されました。今年度は、圏域内で保健師等の

相互併任による糖尿病等重症化予防チームを設置し対策を行っていきます。 

  ５月14日から健康マイレージ事業をスタートいたしました。住民の皆様の健康意識の高揚

並びに健康で豊かな人生を実践されている方々を奨励し、より健康づくりを身近なものにし

ていただくために昨年度から取り組んでおります。今年度は、新たに教育委員会所管の生涯

学習講座、社会体育事業、図書館事業でのポイント付与も行いますので、多くの方に御参加

いただきたいと思います。また、６月11日から９月６日までのうち21日間の予定で健診を行

っており、現在1,958名の予約をいただいております。今後、受診率の向上に向けて、９月

下旬より個別健診を含む追加健診を予定しております。 

  健康増進関係では、昨年度地域コニュニティーでの健康づくりを実践するため、奈良本地

区をモデルとした健康づくり教室を開催いたしました。今年度は、新たに稲取地区での開催

を予定しております。 
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  介護保険関係では、これまで市町が行っていた地域密着型サービス事業者等の指定や指導

監督に加え、居宅介護支援事業者の指定や指導監督業務が県から権限移譲されたことに対応

するため、賀茂地域介護事業所指定・指導監督推進協議会が発足され、県と賀茂１市５町で

連携し、業務を共同実施いたします。 

  また、介護予防教室を４月から順次開始しており、多くの町民の方に利用していただいて

おります。さらに、認知症サポーター養成・ステップアップ講座、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６月から８月にかけ開催する予定となっ

ており、地域における見守り体制のなお一層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、梅雨時の災害発生を未然に防止することを目的に、５月21日には、

町内の静岡県管理の二級河川、大川川、濁川、白田川、稲取大川の河川パトロールに町も参

加し、河川施設の通常点検を実施したところでございます。これからも河川の監視には県と

連携し、情報共有を図ってまいります。 

  さらに、５月29日には、稲取地区自治会関係者と合同で道路の点検作業を実施いたしまし

た。これらの結果に基づき、祭典前までに不良箇所の舗装・補修等を実施し、安全管理を図

ってまいります。 

  地籍調査事業におきましては、濁川河口の右岸面積0.05キロ平方メートル、左岸面積0.03

キロ平方メートルの官民全ての筆を確定し、津波被害後、迅速に復旧作業に取りかかれるよ

う、業務委託により発注しております。 

  次に、農林水産関係では、去る５月８日の臨時議会において、伊豆漁業協同組合が実施す

る「稲取漁港直売所」の整備事業に係る国・県補助金の補正予算を可決いただき、来春のオ

ープンに向けて準備が着々と進められております。 

  今後、伊豆漁協が進める「稲取漁港直売所」の建設に対し、町単独の補助金を交付したい

と考えております。今定例会の補正予算に計上させていただいておりますので、よろしく御

審議のほどお願いいたします。 

  農業基盤の整備に関しましては、引き続き県営の中山間地域総合整備事業を中心に、「稲

取農道４号」の工事発注や「白田集落道」の用地買収を始めていただきました。早期完成に

向けて、全面的な応援をしてまいります。 

  本年度、町の直営管理となりました「奈良本けやき公園」では、毎年春恒例の里の朝市を

５月12日に開催いたしました。農業経営振興会を中心に13店舗の出店があり、関係者を含め

523名のお客様でにぎわいました。また、恒例のほたる観賞会のイベントも５月25日から10
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日間、奈良本ほたるの会・熱川温泉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、森林の整備についてですが、町有地の名勝の松の木に、優良景観保全事業として、

静岡県グリーンバンクの助成をいただき、松くい虫防除対策事業を実施いたしました。 

  次に、水産関係では、伊豆漁業協同組合稲取支所主催の「第38回水産祭り」が５月３日に

行われ、当日は悪天候にもかかわらず、「稲取キンメ」を求め早朝より長蛇の列ができまし

た。行列の中には観光客の方々も多数おられ、地域団体商標登録された「稲取キンメ」のブ

ランド力がすっかり定着されたものと思います。また、白田川内水面漁協におきましては、

アユ釣り解禁前の５月10日に、熱川小学校の５年生によりアユ104キロの放流が行われまし

た。 

  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、平成30年度も引き続き経済波及効果の裾野の広い住宅

リフォーム補助金の助成制度を実施しております。29年度の実績は、50件、補助額908万

7,000円で、対象工事費の総額は7,720万円と大きな経済効果が認められる結果となりました。

この制度は、快適な住空間の確保はもちろん、公共工事に参入できないような個人の建築業

の方の営業ツールとしても有効ですので、積極的に活用していただきたいと思います。 

  次に、６月定例会までのイベント関係についてですが、「第21回雛のつるし飾りまつり」

では、来場者は８万2,817人となり、前年と比較して１万8,222人、18％の減少となりました。

昨年は20回の節目として、広告宣伝に力を入れたことや、テレビ等に取り上げられる機会が

多かったことから入場者数が増加いたしましたが、この効果が薄れたことや、２月の記録的

な寒さが影響したものと分析しております。 

  また、「雛のつるし飾りまつり」の時期に合わせて、１月28日から４月８日の間に運航さ

れた東海汽船の稲取大島航路ですが、利用者は延べ6,995人となりました。前年と比べ1,763

人減少しておりますが、その要因は、繁忙期の３月に前年は皆無だった全便欠航が本年は６

日間あったことに加え、大島町の災害復興のために東京都が交付していた片道運賃1,500円

の補助が終了した影響と考えられ、想定していた範囲の結果となっております。航路復活時

に想定していた利用者数5,400人は1,500人ほど上回っておりますが、今後も東海汽船、大島

町と連携し、利用者の確保に努めていきたいと考えております。 

  次に、細野高原山菜狩りについてですが、４月14日から５月６日までの期間中における入

山者は前年比28.9％、732人減少し1,802人となりました。昨年より１週間開催期間が短かっ
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たことや、入山者の多い日曜、祝日に２日間雨天中止があったことなどが要因と考えられま

す。 

  次に、大型連休の概況についてですが、主な観光施設については、後半の４連休初日の天

気予報が悪かったことから、入り込み客を減らした施設もあるようですが、まずまずの結果

となりました。宿泊についても、４連休の最初の２日間以外は宿泊施設によっては空室があ

ったものの、全体的には昨年並みのお客様を確保できたようであります。 

  なお、ＪＲグループ６社による国内最大の観光キャンペーンであるデスティネーションキ

ャンペーンが来年４月から６月にかけて静岡県を対象に実施されますが、プレキャンペーン

が４月１日より始まっております。５月15日には静岡で全国の旅行会社に向けた宣伝販売促

進会議が行われ、16日、17日には熱海市から南伊豆町にかけて、関係者を招いたエクスカー

ションが開催されました。16日には、当町において参加した旅行会社と地元自治体の首長、

観光協会長などとの交流会を実施し、伊豆の魅力をＰＲいたしました。 

  熱川温泉では、デスティネーションキャンペーンのプレイベントとして、「光と音のシン

フォニーフェスタ」が開催され、キャンドルがともされる中、５月12日には勇壮な手筒花火

が、５月19日には音楽コンサートが行われました。６月23日及び６月30日にも同様のイベン

トが開催される予定でありますので、町民の皆様にもお楽しみいただきたいと思います。 

  次に、６月３日には、稲取温泉の初夏を彩るイベントであります「第53回どんつく祭り」

が開催されました。岡谷市より今井市長、武井議会議長を初め14名の方々を迎え、姉妹都市

交流事業を実施し、両市町の親睦を深めるとともに、祭りにも参加をいただき、多くの来場

者と交流をしていただくことができました。 

  「稲取温泉どんつく祭り」は、本年をもって中止となると報告を受けておりますが、今年

も多くのお客様に楽しんでいただきました。中止を残念がる声もあることから、今後の成り

行きを見守りたいと考えております。 

  また、６月５日からは「大川ほたる鑑賞の夕べ」が開催されております。今年はデスティ

ネーションキャンペーンのプレイベントとして、浴衣での来場者にはプレゼントを用意して

いるとのことです。17日の日曜日まで開催しておりますので、町民の皆様もお誘い合わせの

上、お出かけください。 

  最後となりますが、４月17日に伊豆半島ジオパークがユネスコの認定を受け、晴れて世界

ジオパークの仲間入りを果たすことができました。これも関係者の皆様の努力のたまものと

感謝申し上げる次第です。当町においても、ジオサイトである細野高原のＰＲ等を積極的に
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行い、世界ジオパークの周知に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、教育関係でありますが、学校教育関連では、本年４月１日、大川小学校と熱川小学

校、そして大川幼稚園と熱川幼稚園がそれぞれ統合いたしました。 

  ４月初旬には、この新生熱川小学校と熱川幼稚園を含む全ての幼稚園、小中学校において

入園式、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26日には稲取小学校が、６月２日には熱川小学校がそれぞれ運動会を実施いた

しました。子供たちの明るい笑顔とともに、皆で力を合わせ、本年度最初の大きな行事を成

功させようとする姿に感動を覚え、将来の学校教育全体のあり方についても、具体的に準備

を進める必要性を改めて感じたところでございます。 

  なお、３月29日の総合教育会議において、当町全体の学校教育環境整備について、その検

討する方向性を「小中一貫教育の整備」に絞り行うことについて、町議会及び町民の皆様へ

御報告申し上げたところでございます。今後、この調査研究を行う協議会等の立ち上げを考

えており、必要な経費を今定例会の補正予算に計上させていただいておりますので、御理解

と御協力をお願いいたします。 

  社会教育関連では、４月21日、城東ふるさと学級、４月22日には稲取ふるさと学級がそれ

ぞれ開級式を実施し、これを皮切りに、それぞれの文化・生涯学習・スポーツ等の教室や事

業がスタートいたしました。この社会教育関連各種事業に多くの皆様に御参加いただき、活

発な活動を行うとともに、町の活性化につながることを期待しております。 

  また、５月20日には、熱川地区町民体育大会が熱川小学校運動場にて開催され、800余名

の町民の御参加をいただきました。当日は、天候にも恵まれ、活気あふれた町民の皆様を拝

見し、楽しい１日を過ごすことができました。 

  次に、水道事業関係でありますが、平成29年度水道事業会計の出納を３月31日に閉鎖いた

しました。 

  収益面では、料金収入は使用水量の伸び悩みにより、税抜きで前年度対比955万9,586円、

2.3％の減収となりました。また、費用面では、主に企業債利息や薬品の一部を高濃度薬品

に切りかえたことによる薬品費が減になったことなどにより、前年度対比645万1,409円、

1.6％減少し、純利益は3,786万3,056円と前年度並みを確保できました。 

  現在、水道事業を将来にわたって安定的に継続していくための水道ビジョン・経営戦略・

施設整備計画を策定中ですが、中長期的な視点に立って、水道の理想像・取り組みの目指す

べき方向性・重点的な実現方策を検討して策定していきたいと思います。 
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  終わりに臨み、梅雨に入り、アジサイの花が一段と美しい季節となりましたが、町民の皆

様並びに議員各位におかれましては、健康に十分御留意され、ますますの御活躍と、来るべ

き夏の観光シーズンが活気にあふれること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（飯田桂司君） 日程第５ 一般質問を行います。 

  持ち時間は質問、答弁を含め60分以内で、質問の回数は１問につき１回目の通告分を除い

て３回以内となりますので、御協力ください。 

 

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

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員の第１問、稲取漁港直売所と港の朝市の共栄について

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） 皆様、おはようございます。 

  改めまして、町長、おめでとうございますと言うのも何かちょっと照れるような気がしま

すけれども、よろしくお願いいたします。 

  この太田町長は、この東伊豆町歴代町長の中で、４期16年務めるというのが初めてのこと

でございますから、これからの４年間、本当に町政運営をしっかりと努めていただきたいと

思います。 

  それでは、質問させていただきます。 

  第１問、稲取漁港直売所と港の朝市の共栄についてを伺います。 

  伊豆漁協を経営したいとした稲取漁港直売所が平成31年の開業で計画されているところで

あります。直売所は、町外から人や車の流れを呼び込み、まちづくりの起爆剤としなければ

ならない役割があるわけでございます。また、現在、町役場立体駐車場１階で開催されてお

ります港の朝市も、開設20周年を迎えているところでございます。 
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  港の朝市は、地場産品を販売し、来場者は累計で約150万人にも上がり、観光客や地域住

民の人気のスポットに定着をしておるところでございます。これからは、計画されておりま

す直売所と港の朝市との相乗効果や共存、共栄を図っていかなければ、町内の活性化や観光

産業を初めとした町内業者の繁栄はないと私は思うものですから、以下の点について伺いま

す。 

  １点目、庁舎海側道路に直売所と朝市会場とを結ぶイラストを描いた歩道を設置できない

か。 

  ２点目、朝市会場に使用している駐車場海側の壁に壁画は描けないか。 

  ３点目、直売所の駐車場計画はどのようになっているのか。 

  ４点目、周辺整備と津波等の安全対策はどのようになっているのか。 

  ５点目、町の活性化のために直売所と港の朝市との活用はどのように考えているのか。 

  答弁のほど、よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第１問、稲取漁港直売所と港の朝市の共栄については５点

からの質問ですので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の庁舎海側道路に直売所と朝市会場との結ぶイラストを描いた歩道を設置で

きないかについてですが、庁舎海側道路は、静岡県が管理する稲取漁港の施設の一部で、漁

港道路という位置づけとなっております。来訪者の安全確保のためには何かしらの安全対策

は必要と考えておりますので、どのような行為が可能なのか、施設管理者の静岡県と協議し

てまいります。 

  次に、２点目の朝市会場に使用している駐車場海側壁に壁画はかけないかについてですが、

役場庁舎横の駐車場は町が施設の所有者ですが、漁港区域内に占用の許可をいただき建設し

ております。補助事業であることや国立公園法、その他の個別の法律、条例等に照らし合わ

せながら検討いたします。 

  次に、３点目の直売所の駐車場計画はについてですが、今回の直売所整備計画では、建物

の敷地を静岡県から占用させていただくこととなっております。現計画の内容は、直売所の

建物と多目的駐車場が２台分、産品の搬入用駐車場スペースが５台分、建物と一緒に整備す

る設計となっております。 
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  この建設の敷地と並んで約870平方メートルの敷地についても、来訪者の駐車スペースと

して確保するため、占用するよう静岡県から指導されておりますので、この部分も含めて漁

港占用することとしております。建物以外の占用部分では、現在も祭事やイベント等で利用

されておりますので、舗装等の整備は行えませんが、来訪者の駐車スペースと共有できるも

のと考えております。さらに、観光バス等の大型車両が集中するような場合には、乗降車時

を除き、向いの天草干し場等を待機場とすることなども考慮してまいります。 

  次に、４点目の周辺整備と津波等の安全対策はについてですが、港の朝市に直売所が加わ

ることで、今まで以上に来訪者が庁舎の前に増えることと思います。両施設で買っていただ

いた飲み物、食べ物を手に稲取漁港の風景を楽しんでいただけるようなたたずまいも必要と

考えます。また、人が集まるということは、おのずから情報発信の中心地としての役割も果

たさなければなりません。安全対策は、津波対策も含め、ハード、ソフトともに総合的に検

討し、その効果が最大限得られる対策を講じます。 

  次に、５点目の町の活性化のために直売所と港の朝市の活用はどのように考えているかに

ついてですが、町の活性化を考えるとき、まずは町内経済の発展が必要不可欠な要因と思っ

ています。その上で、まずは第一に交流人口の増加や人の流れの創出、滞留場所の構築など

を行政が率先して行うことが役割だと思っております。 

  直売所では、今まで以上の品ぞろえやサービスを提供する漁協のスペースに、地域のブラ

ンド品を備えたファーマーズを運営する農協のエリアを加え、常時開設する計画です。週末

に港の朝市を訪れたお客様が直売所にも寄っていただくとともに、平日のニーズは直売所が

担うこととなります。また、港の朝市に出店する方々がファーマーズへ参加することで販売

促進につながることなど、お互いのデメリットを補完して運営することで、町内経済への波

及効果は高いと思っております。 

  いずれにせよ、国道を通過していく観光客を町なかへと引き込み、町なかでの滞在時間を

創出していくための施設として、直売所と港の朝市には共存共栄を望みますし、産団連と協

働して集客イベントの企画運営など、町の活性化に寄与する活用を考えてまいりたいと思い

ます。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長、答弁ありがとうございました。 

  答弁内容にもいろいろあったわけなんですけれども、今、港の朝市の運営状況というのを
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説明しますと、今、自分たちの年代から非常に若くなりまして、自分たちの子供ぐらいの年

代、40代の方たちが非常に中心になりまして運営をしているわけなんですよね。 

  そういう中で、この一般質問にさせていただいています今度できる直売所と、今現在あり

ます港の朝市、これをどのようにつないでいって両方のお客さんに買い物をしていただくか

という、そういう企画も、私なんかではなくて若い人たちが一生懸命、これからできる朝市

と港の直売所とをやはり切磋琢磨して、この町の宝にしていきたいという、そういう気持ち

でいろいろと企画立案してくるわけなんですけれども、ですから、今度の発想みたいに、あ

の海側の道というのは、非常に一つの交通ルールの中でいくと、港湾道路と分ける、土木の

管理下という形の中では、交通規制というものが非常にない地帯のわけなんですけれども、

それでもやはり買い物をしに来たりしてくれますお客さんにとっては、やはりどこを渡って

もいいのではなくて、やはり決められたような、ここを歩けば安全だよというような思いが

するようなルート、道をつくっていったらお客さんも渡りやすいのではないのかな、交流が

できやすいのではないかと、そういう発想ですから、ぜひ前向きに取り組んでいただきたい

なと思います。１点目につきましてはね。 

  それで、２点目につきましても、同じ今の発想の中だと思うんですけれども、やはり直売

所に来たお客さんが振り返ったときのロケーションが、今の状況だと何があるかわからない、

そういう中で、やはり壁面をきれいに飾ったり、ペイントを、色を塗るだけでなくして、せ

っかく色を塗って明るくするんだったら、そこに、ごめんなさいね、小中学生というのか高

校生というのか、地元のそういう人達に描いていただいて、テーマが何でもいいんですけれ

ども、そういう思い出づくりと同時に、やはり振り返ったときに、ここに市場があるんだと

いうような雰囲気が欲しいなと思うもので提案させていただいたわけですよね。 

  先ほど町長の答弁の中にも、難しさというのがあるような気がするんですけれども、クリ

アできたならば、窓側の下だけ、１メーターぐらいのところなんですけれども、あれだけ今

花が植わっている、あのバッグ側のスペースに、少しそういうイラスト的なものが描けたら

いいのではないかなと思ってお願いしているわけなんですけれども。 

  それから、駐車場の問題です。これは朝市の駐車場ではなくて、今度は計画されている駐

車場、直売所の駐車場のことなんですけれども、端的に今の今度できる直売所と朝市という

２つを合わせると、非常に大きな、お客さんが来てくれると、土日祝日についてはあると思

うんですよね。 

  そういう中で、今ある道路で、私たちが、今の朝市の人達が利用している道路のスペース
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と、今度できる直売所の海側のスペースと、そういう形ができるだろうと思うんですけれど

も、さっき町長の答弁の中にあったかなと思うんですけれども、天草会館の前の広場とか、

そういう活用も考えていくんですけれども、長く感じますと、雛のつるし飾りだとか、そう

いうところになってくると、やはりあそこの駐車場はなかなか利用が難しくなってくるので

はないかなと思うんですけれども、そういう点では、私、大型バスが来たときなんかには、

ここでお客さんをおろして、別の場所、東の館の岬のほうまで、大変なんですけれども、空

バスを向こうにとめていただいて、時間とともに戻ってきてお客さんを乗り込ませると、や

はりそういう対策も必要ではないかなと思うわけですよね。 

  そのスペースとして、現在あるやつを、東海汽船の前のあのスペースだけを利用すればい

いんだろうと思うんだけれども、できればこれからの想定を大きく持ちまして、現在あるト

イレの跡、駐車場のこうずっと続いた昔プールがあったところに、更衣室ですか。 

（「更衣室」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 更衣室ですか、あれ、もとは。名称が違ったらごめんなさいね。場

所をわかっていただければいいんだけれども、あそこら辺も整地して、できれば臨時の駐車

場に使用することはできないのかなと、私、そういう質問をしているわけなんですけれども、

やはり駐車場については、地元の人たち、車で来るよりも歩いてくる人たちが多くなって、

利用してくれるのではないかなと思うんですけれども、やはり地元の買い物をしたり考えた

りする人達も、この道路の駐車状況によっては非常に危険性を感じたりするという、そうい

うものも払拭していかなければならないなと思うわけですしね。 

  それから、もう一つ、現在も、皆さんも御存じのとおりに、この海側の道路は、旅館、ホ

テルに泊まる大型バスが相当多く通行しているわけなんですよね。朝市のことに関しますと、

土曜日と日曜日ですけれども、時間帯が大体昼間ごろ終わるから、帰るバスもあるんですけ

れども、入ってくる観光バスにつきましては、もう営業していないときに通るから余り支障

を感じないんですけれども、今度考えている直売所はそうでなくして、開業時間も遅いです

し、閉店時間も遅いわけですよね。ですから、結構そういう意味で大型バスというのがここ

を通るときに、難儀したり、また事故でも起きたら大変だなという気持ちがするわけなんで

すよね。 

  それで、その点をどのように考えているかもちょっと聞いてみたいなと思いますし、４点

目につきましては、これは周辺の整備と津波の安全性、これはぜひ町がしっかりとやってい

ただきたいなと思いますね。 
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  それから、この５点目、これが一番大事なまたポイントではないかなと思うわけですよね。

現在いろいろお話あるんですけれども、港の朝市は土曜日と日曜日、朝もう７時ごろから、

11時ごろで終わるんですけれども、町にとってはそんなに経済効果がないよと、そういうお

話もあるんですけれども、やはり営業時間というものと曜日がありまして、この町はやはり

日曜日がお休み、早朝も９時ごろから営業するとかという、そういう時間的なものもあった

りしていくから、余り効果というものがあらわれてこないのではないかなという心配もして

いるわけなんですけれども、今度の直売所は、先ほど言ったみたいに営業時間が非常に昼間

に近いわけですよね。 

  だから、その点を、観光をうまく利用していただいて、先ほどの町長の答弁にもありまし

たけれども、やはり町内を散策していただく、観光していただく、そういう滞留時間という

んですか、町にとどまる時間というのが非常にしていただけるチャンスが生まれる僕は施設

だと前向きに捉えているわけなんですけれども、この点についても、町長もしっかりとやっ

ていきたいと言うから、私も、皆さんで協力して、今度は昼間の時間に、平日ですから、町

内の店屋さんも営業しますから、相乗効果というものが、今度は今の港の朝市と違った相乗

効果というものがあらわれるのではないかなと期待しておりますけれども、その点について、

町長の考えを聞こうかな。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、第１問の１点目、２点目は港の朝市の方からの提案という中で、

これは本当、朝市の方というか、この直売所を活用をした中でうまくやるということだと思

いますもので、これは何とか実現していきたいと考えております。 

  まず、１点目につきましては、やっぱり安全性の面で、鈴木議員が言った方向で何かしら、

これ横断歩道だと、また大変規制線が厳しくなってくるもので、これ公安だもので、土木と

相談した中でこういうことができればいいかなと思いますので、これは積極的に土木のほう

に提案して、お願いしていきたいと考えております。 

  次に、２点目、これは多分可能では、一応制約があるということを言っておりました。こ

れもなかなか私もいいアイデアではないかと考えております。やっぱり一番問題は、この駐

車場の建物が補助事業でやったということ、そういう点はまだ、国立公園、その他に照らし

合わせますけれども、基本的には今、東海汽船のところに稲取高校の美術部に壁画を描かせ

てもらっております。それを漁港で、静岡県が権限だった許可がありましたけれども、一応

補助事業の中で建物、町が所有者ですから、この辺を何とかクリアができるのではないかな
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と思いますが、これは断定できませんもので、これはできるような方向でやっていきたい、

そう考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  次に、直売所の駐車場関係、これは本当に今の中では駐車を、私もそういうようになるこ

とを期待しておりますし、そうなってもらわなきゃ困ると思います。そのような方向で町は

支援していきたい、そういう考えでおります。その中で大型バスに関しましては、やっぱり

ある程度そこでとまって、お客さんをおろしてもらって、今、天草干し場等を附帯しており

ます。 

  そういう中で、今、鈴木議員から東海汽船のほうも言われましたもので、それはまた一つ

考えていきますし、それから、今言った建物に関しましては、今年一応取り壊す計画でおり

ますもので、それで鈴木議員が言ったような方向で駐車場、また違う計画もありますもので、

その計画ができるまでは駐車場スペースとしては活用できると考えておりますので、それや

っぱり駐車場はもう再三再四、この直売に関しましては、議会の皆さん方とお互いに議論し

たところでございますもので、まず安全第一、これをまず考えた中で駐車場はやっていきた

いと考えております。 

  そういう中で、土日になると結構はやっぱり港の朝市に来ます。直売所に来ます。そうす

ると、私のこれは試案でございますけれども、ある程度、忙しいときはガードマンを雇った

中で、それはやっぱり安全性、これ事故が起きては一番困りますもので、その辺はまた見た

中でこれは提案していきたいと考えております。あらゆるものもこれから想定した中で、で

きるだけ事故が起きない、そのような方法でやっていきたいと考えているもので、よろしく

お願いいたしたいと思います。 

  次に、周辺整備、何かしらやっぱり取り組んできた中で、この建物だけではありませんか

ら、やっぱり町としての使命として、そこに滞留していただいた中でこの町を楽しんでいた

だきたい、そういう中で直売が、港の朝市、あとは直売所を見ておりまして、絶対私は核と

なると考えておりますもので、この辺は町の仕事として、ある程度は周辺整備していかなけ

ればならないなとは考えております。 

  またそのときは議会の皆さん方と相談いたしますけれども、周辺整備は進めていきます。

ましては津波の関係もありますもので、やっぱり津波に対しても、看板とか道路にその進行

方向を書き込む、いろんな面でこれはやっていきたいと考えております。その辺はというこ

とで周辺整備につきましては、これは町の仕事だと考えておりますもので、その辺は、町の

中でまた議会の皆さんと相談しながらやっていきたい、そういう考えでございます。 
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  次に、５点目、これ港の朝市で経済効果、絶対あります。今、鈴木さんは余りないのでは

ないかと言いましたけれども、私は、基本的には経済効果、やっぱり土日になるとやっぱり    

外貨を結構稼いでおります。これを外貨を稼ぐのは大変重要でございますもので、私は、港

の朝市に対しては経済効果あると考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと思いま

す。 

  そういう中で、今度は直売所ができることで、また違った意味で今度は土日以外にこれを

やりますもので、それは当然また経済効果も出てきますし、私が一番やっぱり思ったのは、

この中にレストラン、これだけは絶対もうかるんで、やっぱりそれをつくりますと、町の中

へ流れができませんもので、できるだけ来たお客さんは町の中へ出してにぎわいを出してい

きたい、そういう考えでございますもので、その中で、私、絶対この共存共栄できると考え

ております。 

  また、そうしてもらわなければ、これをまたつくった意味もないと考えておりますもので、

何しろこの直売所を核とした中で、町の中のにぎわい、これを創出していきたいと考えてお

りますもので、そういう中で、これからまた直売所と港の朝市の方と意見交換も必要ではな

いかと考えております。できるだけよい方法でこれをやっていきたいと思いますもので、ま

たいろいろありましたら御提案いただければ大変ありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長、ありがとうね。 

  やはりこの町の活性という形になると、直売所がどれだけもうかるか、朝市がどれだけ繁

栄するかということではないと僕、思うんですよ。やはり町長がずっと訴えてきた町の起爆

剤にしたいということは、やはり町内にどれだけ効果があらわれてくるかという、その点が

私は大事だろうと思うわけですよ。 

  だから、ごめんなさい、直売所が赤字になってもいいとかと、そういうことではないんで

す。今のお話の中でいくとどうしても、まだこれから営業する前なんですけれども、直売所

がどうしたら繁盛するのかなという観点で視点がいくんですけれども、私はそうではなくて、

その先、この町のためにあれがどういったいい機能をしてくれるか、そのために町がどうい

う点を努力していくのかと。 

  やはりその点は、これからは大事なことではないのかなと思って、町長にも申し上げてお



－23－ 

きたいなと思うんですけれども、私は、今までの自分の商売の経験だとか物を見てきた、そ

ういう感じからいくと、はっきり言って、これからできます稲取漁港の直売所とこの港の朝

市の規模、この規模のものから感じたら、皆さんが御存じのように、伊東のマリンタウンと

か、下田のベイステージだとか、南伊豆の湯の花とか、周りに大きなきれいなところがある

ではないですか。そういうものと比較しても劣ると思うんですよ、申しわけないけれども、

はっきり申し上げて。 

  そういうときに、やはり先ほど言ったみたいに、あれが町の起爆剤にする、このものにつ

いては、やはり相当の努力が私、必要だろうと思うわけですよ。これは、ごめんね、行政だ

けに言うのではなくて、あそこを管理運営する漁業会にしてもそう、先ほど、私たちがやっ

ている港の朝市の、部課長よりももう若い世代が頑張っているわけなんですよね。こういう

人たちの力を一つにしてやっていかないと、やはり成功しないなという気持ちがあるわけな

んですけれども。 

  今までやってきた経験から、規模が小さくても、本当に日本で一番汚いところという評判

がありますよ、港の朝市はね。でも、先ほど言ったみたいに、20年で150万人のお客さんが

来てくれております。リピーターも多いです。今は結構初めての、みんな旅行で泊まられた

方とか、帰り際に寄ってくれるという、そういう状況が出始めております。そういう人たち

がやはり周りで、この周辺の店屋さんに、私、余り直接な買い物がなかったりする、車で来

た人たちも、朝市から帰るときにも、大体11時ごろにかけて入るわけなんですけれども、途

中で買い物したくても、町の中の小売店には駐車場のスペースがないんですよね。そこら辺

も一つの、相乗効果が生まれないという私は要因ではないかなと思っているわけなんですけ

れども、先ほど私が言ったみたいに、お客さんが来てくれる魅力、これからできる直売所に

対して、朝市に対しても、来る楽しみ、これはやはり考えて育てていけば、私は、お客さん

は来てくれると思いますよね。 

  次いで言うとおかしいんだけれども、今度のこの計画でも１日に何万人も来るなんていう

ことは、これは管理上の話、無理だと思いますよね。だから、延べ人数でいくんだろうけれ

ども、１日せめて2,000人ぐらいは何とか収容したいとか、朝市だって最高に忙しいとき、

1,500人ぐらいは来るわけですから、それから相乗効果とすれば、一番５月のゴールデンウ

イークだとか、そういう要所要所の、盆暮れだとかあるわけですよね、正月とか。そういう

いっときには3,000人ぐらいの方というのは来るのではないかなと僕は想定しているわけな

んですけれども、そういう人たちにもやはり来ていただくには、来る楽しみと、来る魅力が
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なければ来てくれないなという気持ちがするわけなんですよね。 

  だから、お客さんにされる、日本でいうとおもてなし、接待の仕方、いろいろとあるんで

しょうけれども、努力は必要だろうというのが先ほども申し上げさせていただいたんですけ

れども、やはりこういう話の中では、最後にはやはり町と漁業会と農協と、それから港の朝

市、これが頑張って協働してやっていかなければ、さっきの魅力は出てこないなと思うわけ

ですよね。 

  本当にこの直売所と朝市を町の経済の発展に寄与できるように大きく育てていきたいなと

私は思っているもので、町長にもそういう御支援のほどをよろしくお願いしまして、１問目

の質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずこれ、最初、町が事業主体ですよね。それで今度漁協さんになり

ました。となると、やっぱり町がある程度、運営に関しまして口出さないもので、ちょっと

後退したかなと考えております。町が事業主体ならば何でもいって活性化できます。それで、

今度はありがたいことに、漁協さんが事業主体になって、この経済の起爆剤、これしていき

たいと考えております。 

  その中でよく言われるのは、やっぱり魚屋とか野菜屋さんがないもので、一般の町民がこ

こに来て買いますということも再三言われております。さらに、この中にやっぱりある程度

二次産業、商業の方も地域認定商品も入りますし、それで観光情報の発信にもなります。こ

れやっぱり町全体でやらなきゃならない、これは例えば町が事業主体ではなくても、漁協さ

ん事業主体であっても、産団連が中心となってこのまちづくりをしていかなければ、この町

の未来はないと考えておりますもので、その辺またいろんな面でいろんなアイデア出して、

最後言いましたように、産団連を中心としたいろんなイベントを企画した中で、今後、町な

かのにぎわい、これ創出していきたいと考えておりますもので、また議会の皆様方の御支援、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、町長の政治姿勢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） それでは、第２問、町長の政治姿勢についてをお伺いいたします。 

  町政運営に対して、町長と議会との乖離が感じられます。町政発展のため、住みよいまち
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づくりのため、この現状を何とか改善しなければならないと思っております。町長と議会は、

提案された事業、案件を十分議論しなければならないと思っております。当局側には、質疑

に対して丁寧な答弁と納得できる説明内容が求められているわけでございます。町長の見解

を伺います。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第２問、町長の政治姿勢の町長と議会は、提案された事業、

案件を十分議論しなければならない、当局側には、質疑に対して丁寧な答弁と納得できる内

容説明が求められている、町長の見解を伺うについてお答えいたします。 

  議員と町長は、それぞれの役割や権限を尊重し合って町民の声を町政に反映させ、その期

待に応えるよう、よりよい東伊豆町のまちづくりに向け取り組んでいかなければならないと

考えます。 

  鈴木議員の御指摘のとおり、提案された案件を議会側に丁寧に御説明申し上げるというこ

とは当然のことだと認識をいたしており、今後も、皆さんに御理解いただけるよう、わかり

やすい丁寧な説明を心がけ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（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長、やはり私なんかも長年議員をやらせていただいているわけな

んですけれども、やはり東伊豆町、この町の町民の方たちにとって一番大切なものは何だろ

うかなと私、思うわけなんですよね。やはり町長がモットーとする、安心して暮らせるまち

づくり、笑顔があふれるまちづくり、これは一番大事なものだろうと私も思うわけなんです

よね。 

  やっぱりそのために、今の現状を考えますと、改選後というのが一番近い話なんですけれ

ども、話は12年前までさかのぼったりもすることもあるんですけれども、やはりこの現状を

見ますと、提案された事業計画がスムーズに議論されていない、そう思うのは僕だけなのか

なとは思うんですけれども、何か私としても、町長と議会側とも溝がすごく深く感じるわけ

なんですよね。 

  これを何とか解消しないと、先ほど町長がモットーとするまちづくりはなかなか難しいの

ではないかなと危惧するわけなんですけれども、本当に町政と議会がうまく機能していかな
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ければ、そのツケはやはり町民の皆様のところにいくと、私はそう思っているわけなんです

けれども、一応私、町長はこの議会側との対話、運営について、耳が痛いかもわからないけ

れども、改めてもらいたい点があるわけなんですよね。 

  その点は、まず当局側の事業の進め方、これに問題があるのかなと思うわけです。議会に

対する事業の説明するタイミングがちょっと悪いのではないかなと思うわけですよね。提出

される案件についても、国とか県とかの補助金がつくのか、つかないのか、そういう事業計

画につく補助金があるのかという、そういう当局側の苦労もあるんですけれども、それを議

会に出すときには、もう事業内容も関係する民間団体、各種団体の方たちのほうが先に情報

がいっていると、こういう状況が、やはり議会に対する説明が後に来ると、これではやはり

議員の私たちの仲間も不満が生まれるわけなんですよね。これが議会軽視という言葉にあら

われてくるわけなんですけれども、こういう点も少し改めていただきたいなと思います。 

  それから、町長が熱心に１日町長室やっているではないですか。そこに来て、町民の皆さ

ん方が町長といろいろと会話をする、提案をしていく、それで自分たちもこういうことをや

っていきたいとかという相談もあれば、提案もあると思うんですよね。そういう提案だとか

話を聞いて、いいことについては、僕は、恐らく町長の性格だとすぐに、おお、いいよとい

う形の返事が出てしまうのではないかなと思うわけなんですけれども、そこのとこら辺を本

当は慎重にいって、いい提案を何とか実現したいという、やはりそこが町長の思いやりで、

一番大事なことだろうと私は思うわけなんですよね。 

  だから、できれば、どなたが言ったかではなくて、こういう町民の声があって、こういう

事業計画を提案されてくるよと、皆さん、いかがですかというのを議会に言っていただくほ

うを先にして、それからその事業を、提案がされた事業をちゃんとやってあげる、そういう

手順のほうがうまくいくのではないかなと私は思っているわけなんですけれども、町長、そ

こら辺でいかがですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、鈴木議員に議会との溝を感じさせるような状態があるというこ

と、これは私の不徳のいたすところでございまして、私はそうは思っておりませんけれども、

鈴木議員がそう思ったことは私の不徳のいたすところでございます。これは改めていきたい

と考えております。 

  その中で、事業の進め方、これ再三再四もう議会のほうからも言われております。その中

で、今、鈴木議員が言ったように、毎月１回、１日町長室やっております。その中で、オー
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プン町長室は、単純にいったら、これからこの町を背負っていく人間との話し合いでござい

ます。その中でいろいろ提案されますもので、やっぱり彼らの提案を、行政、政治に関心を

持たせるためには、何しろ失敗してもやってみろということを言うんですよ。 

  やっぱりそういう中で議会軽視ということを言われたことは、そうかとわかります。これ

からは十分、代表者の方たちとは、それはいいことだから、じゃ、議会に話したからすぐや

りますよということ、これは今後そうしていきたい。やっぱり今の若者たち、この町を何と

かしていく気持ちは、オープン町長室、常に感じますもので、やっぱりこの町を思っている

彼らたちに、何しろ挑戦してやってみろとか、すぐに言ってまいりますもので、その辺はこ

れからちょっと慎重に対応した中で、一応そういう提案があったものというのは、これから

は議会に投げかけていきたいと考えております。 

  何しろ今、この町の後継者、本当にこの町を何とかしたいという気持ち、すごい強いです

よ。やっぱりそれなりに私、集大成として言うのは、この若い力と、やっぱり議会と、大学

生、これも何とかマッチした中でこの町を活性化したいということを考えておりますもので、

今まではちょっとその返答してしまいましたもので、その辺はこれからはちょっと一息入れ

た中でやっていきたい、そう考えておりますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  あと、説明のタイミングというのは、今言ったように、ある程度煮詰まってきた、計画の

段階でも言っても、これはやっぱり事業の進め方、これもこれからは慎重にやっていきたい

と考えておりますし、なるべく溝がないような、また議会軽視と言われないような方法でや

っていきたい、そう考えておりますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 今、町長が答弁していただいたみたいに、やはり私なんかもこの年

齢になると何を考えるかなというと、やはり自分の子供たち、孫が私ぐらいの年になったと

きに、この町にどうしているのかな、この町でどう生活できるのかなと、また逆に、東京あ

たりに出てしまって帰ってこないような状況になるのかどうなのかという心配が先に生まれ

るわけなんですよね。 

  ですから、今、町長が言われたみたいに、本当に若い世代、子育てをするような若い世代

が、今みたいにこの町を何とかしたいという発想、提案、大事なことではないですか。僕ら

は、それを町長が聞いて、僕らがそれを聞いて、お互いに町長と僕たちがやはり議論した中

で成就していく、成功させてやめている、それを育てていくと、その過程を踏むのには、や
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はり先ほど言ったみたいに、議会にも早目にこういうことがあるけれどもどうだえというの

は、お知らせいただけるほうがいいと思うんですよね。 

  だから、勉強の数だってもっと増やしてもいいと思うの。そういう意味ではですよ。こう

いう情報があるんだよという、短い時間でもいいから、やはり提案と町長が得た情報という

ものを早目に議会のほうに振っていただける、そうしていただければ、先ほども熱意ある若

い人たちの提案も事業計画も遂行して成功することができるではないですか。議会側も、も

ちろん当局側も、バックアップして育てていくという形は、私はできるのではないかなと思

っているわけなんですけれども、その点については、町長が言っていることですから、私も

協力は惜しまないつもりでいますから、よろしくお願いしますよね。 

  それから、今度はちょっと町長にとっては耳が痛い話になりますから、よろしくお願いし

ますね。町長の性格を言う前に、自分もちょっと同じような性格がありますから、あんたに

は言われたくねえよと、稲取弁で言えば、われにだけは言われなくなかったよという形があ

ろうかと思うんだけれども、そこら辺はよろしく聞いていただきたいなと思いますよね。 

  僕もそうなんですけれども、町長も議会に、議員だとかそういう形の中で対話するときに、

答弁したりするときに、すぐに感情的になったりするところがある、むきになって答弁して

くる、相手に何とかそれを理解して説得しようかと思う、この点はちょっとやはり改めても

らいたいなと思っておりますよね。今も言ったとおり、私の任期もあと残り10カ月ぐらいし

かありませんものですから、町長には申しわけないけれども、おやじの小言として聞いても

らいたなというものがありますから、お願いしたいです。 

  本当にいつも言うとおりに、町長は、この町で一番偉い人なんですよ。地位の高い人なん

ですよね。だから、多くの町民の方たちは、先ほど言った１日町長室だとか、それから外か

ら来る国の政治家の人たちだとか、それから各種商工会だとか漁業会もそうだけれども、各

種団体の方たちも町長のところには来ると思うんですよね。そういう偉い人としての僕は対

応ではなくして、やはり町長に来る町民の方たち、（一部削除）そういう人たちとの会話に

ついて、ちょっと町長には直していただきたいなという点がまたあるわけですよね。 

  日本のことわざの中に、人との会話のときに一番大事なことは、話し上手と聞き上手とい

う、このことわざがあるわけなんですよね。その点でいうと、私は、町長は人の話の聞き方

が下手だなと思っております、はっきり言ってね。それはなぜかといいますと、町長はやは

り頭の回転がいいかもわからないから、人と会話しているときに、相手が言いたいこととい

うのを半分ぐらい言ったときに、あとの半分まで言い終わらないうちに自分が先に返事をし
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てしまう、答弁してしまう、これは私も同じなんだけれども、私は頭はよくないんですけれ

ども、性格が悪いもので、町長は頭がいいから、最後までやはり聞いてあげる、その余裕が

欲しいなと思うわけですよ。 

  この聞く間合い、すぐ答弁しない、これは直そうと思えば直るんですよ。直し方というの

は、これが正解だというものはないんだけれども、直るんです。この間合いというのは、と

れるんですよね。だから、そこら辺をゆっくりと相手の話を聞いてあげて、それでわかりや

すく丁寧に、本当に優しい口調で返事をしていただける、やっぱりそこのところを町長に身

につけていただきたいなと思っているわけなんですよね。 

  これは一般の人たちにとってもそうなんですけれども、如実に僕ら身近であらわれるのは、

議会において議員に対する答弁のときなんですけれども、そういうときには、やはり先ほど

言ったみたいに答弁の仕方が、町長はそう思うわけではないんだけれども、やはり上から目

線的な言葉の内容、そしてこれは本当に町長だけの話ではないんだけれども、地位の高い人

というのは、どうしても下からとると上から目線に感じるわけなんですよね。それは損なと

ころなんですけれども、気をつけなきゃならない点だと私は思うわけですよね。 

  だから、そういう上から目線で厳しい、激しい言葉で返されると、議員のほうも同じよう

に興奮して言葉も荒くなるし、内容もきつくなっていくと。やはりそこのところはお互い様

で、直さなきゃいけないなと思うわけですよね。やはり住民サービスというものを考えると、

円滑な町政と議会というものが話し合っていかなければ、いい町はできないなと思うわけな

んですけれども、やはりどなたが聞いても、話し上手はよく言われますよ。あの人はいい人

だよと言ってくれますからね。申しわけないんだけれども、町長には聞き上手になっていた

だきたいなと思うわけですけれども、町長はこれから４年間という任期があるわけなんです

けれども、この４年間で東伊豆町の将来を築く時間だろうと思うわけなんですよね。 

  だから、申しわけないけれども、今までの12年間ではなくて、これからの４年間は太田町

長の最後の評価に私、なると思うんで、頑張ってまちづくりをしていただきたいなと思いま

して、私の質問を終わります。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当にいろいろアドバイス、どうもありがとうございました。その中

で、まず１点、私、偉いなんて思っておりません。やっぱり町の牽引者とやっておりますも

ので、町長が偉いとかそういうことを思っておりませんので、一般ではそう思うかわかりま

せんけれども、そういうことは一切思っておりませんので、そのように御理解願いたいと思
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います。町の牽引者として、何しろこの東伊豆町をよくしたいという中でやっておりますも

ので、そういう御理解を願いたいと。 

  そして、まず感情的、私の悪い癖でございまして、ある程度になると、すぐ顔に出ますも

ので、またこれは支援者からもよく言われます。答弁、議会見ていてすごい感情的になって

いたなと言われますもので、これは今言ったように直していかなきゃならないと考えており

ます。そういう中で、私は技術系の人間ですから、技術系の人間は、まず結論を言って、そ

れからこじつけるもので、最後まで聞くのはなかなかできないもので、ちょっとそういう気

持ちがありますけれども、これからはそういうことは直していきたいと考えております。 

  やっぱり聞き上手というのは一番大事でございますから、その辺はちゃんと皆さんの意見

を聞いた後でやっぱり自分のことを言う、そしてやっぱり自分は上から目線で言ってつもり

はないんですけれども、やっぱりそういうことも感じるということは、やっぱり私の不徳の

致すところでございますから、またこれからはそういうことも直していかなければならない。 

  それと、やっぱりこの４年間、集大成でございますもので、この４年間の中でそういうこ

とはもう、100％はできないけれども、99.9％はそのような感情を表に出さない、そして皆

さんの意見をお聞きした中で、この４年間、町政運営していきたい、そう考えておりますも

ので、よろしくお願いいたしたい。また、いろいろアドバイスいただければ大変ありがたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 13番、定居議員。 

○１３番（定居利子君） 先ほど鈴木議員の一般質問の中に、（一部削除）そういう言葉とい

うのは訂正をしていただきたいと思います。町民に対してならいいんですけれども、（一部

削除）そういう言葉というのはよくないと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 了解。 

  以上で、12番、鈴木議員の一般質問を…… 

（発言する人あり） 

○議長（飯田桂司君） ごめんなさい。 

  今、12番議員から、（一部削除）発言があったようですけれども、これについては取り消

しをしていいですか。 

（発言する人あり） 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 
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休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午前１０時５９分 

 

○議長（飯田桂司君） では、休憩を閉じ再開をいたします。 

  今、13番、定居議員のほうから、鈴木議員の質問の中で（一部削除）鈴木議員、取り消し

ますか。 

○１２番（鈴木 勉君） はい。 

○議長（飯田桂司君） お願いいたします。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 今指摘されたことについては申しわけございません。取り消さなけ

ればいけないんですけれども、（一部削除）私が発言したということについては取り消しを

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 了解しました。 

（発言する人あり） 

○議長（飯田桂司君） 議長により了解しました。取り消しを確認…… 

（発言する人あり） 

○議長（飯田桂司君） 定居議員、いいですか。 

  13番。 

○１３番（定居利子君） 皆さんはいいの。 

（「確認したほうがいい」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） はい、わかりました。 

  では、今、13番から提案がありました鈴木議員の質問の内容についての取り消しを認めた

いと思いますけれども、いかがですか。 

（発言する人あり） 

○議長（飯田桂司君） ８番、須佐議員。 

○８番（須佐 衛君） ８番。 

  実際に言ったかどうかということが、ちょっと全員が聞き取れていないのではないですか

ね。ちゃんと調べたほうがよろしいのではないですか。そういう発言があったかどうかとい

うことは。 
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○議長（飯田桂司君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時０１分 

 

○議長（飯田桂司君） では、皆さん、休憩を閉じ再開をいたします。 

  今提案がありました議会運営委員会にかけてということですが、御了解いただけますでし

ょうか。 

  確認用のためにですけれども、いかがですか。 

  了解いただけますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。 

  では、今の件につきましては、議会運営委員会にかけまして、再度皆さん、修正か、修正

でないかを確認をしたいと思います。 

  以上で、12番、鈴木議員の一般質問を終結します。 

  ここで11時10分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、10番、藤井議員の第１問、伊豆半島ジオパークについてを許し

ます。 

  10番、藤井議員。 
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（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、通告しておきました第１問、伊豆半島ジオパークについ

てを質問したいと思います。 

  今年４月17日に伊豆半島が世界ジオパークに認定されました。これは町長、先ほど町政報

告の中でもうたわれているところでございます。これは今までも日本ジオパークという認定

はされていたんですけれども、今回初めて、日本国内では９番目ということで、国連の中に

あります教育科学文化機関、いわゆるユネスコのジオパークと、世界ジオパークということ

で認定されたということで、非常に喜ばしいことではないかというふうに受け取っておりま

す。それについて、いろいろまだわからないこと、当町の取り組み等を伺いたいと思います

ので、ひとつよろしくお願いします。 

  まず、当町ではどのようにこの世界ジオパークについて取り組んでおられるかということ

を１点伺います。 

  それから、当町にありますジオパーク、この中のジオサイト、いわゆるここが見せ場だと、

これはいわゆるジオサイトと言われる部分がありますけれども、それについてはどういった

ふうな対応をしているのかと。 

  それから、３番目には、学校、児童生徒への教育指導、これはできれば社会教育等も含め

て、教育あるいは指導の観点から取り組んでおられるのかを伺いたいなというふうに思いま

す。 

  また、４点目としましては、観光政策として誘客にどう生かしていくのかということをお

伺いしたいなというふうに思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、伊豆半島ジオパークについては４点からの質問に

なっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の当町の取り組みはについてですが、当町は、東部・伊豆地域の15自治体、

観光団体、商工団体、民間企業などで構成される伊豆半島ジオパーク推進協議会に設立当初

から参加し、協議会の活動を通じて世界認定を目指して活動してきました。 

  町内での取り組みとしては、平成24年度、25年度に細野高原にトイレと駐車場を整備した
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際に、あわせてジオパークの解説看板を設置いたしました。さらに、平成25年度には熱川駅

に隣接した郷土資料館を増改築し、ジオパークビジターセンターを開設いたしました。 

  また、一昨年、伊豆半島で開催されたジオパーク全国大会の際には、当町において全国か

ら参加した関係者との交流会を行い、早朝の細野高原の散策ツアーを実施いたしました。 

  なお、町民の皆様に対しては、昨年９月から町立図書館においてジオパークの資料展示を

行い、情報提供に努めるとともに、広報紙６月号では世界認定を記念した記事を掲載して啓

発を図っております。 

  次に、２点目の当町のジオサイトはについてですが、伊豆半島ジオパークにはジオサイト

が114カ所あり、そのうち当町には、シラヌタの池、稲取、堰口・川久保川、細野高原、熱

川・北川、白田川源流の６カ所のジオサイトがございます。 

  次に、３点目の学校での児童生徒への指導教育はについてですが、各学校での指導教育に

ついては、現在、具体的に行われていない状況です。今後の学習活動等についても、現段階

では未定ですが、ジオパーク構想の取り組みが始まる以前から、そして認定を受けるまでの

間、各学校では、理科や社会の授業を通して、伊豆半島の成り立ちや伊豆半島の地震・火山

活動等々、この関連事項について、何らかの形で学習や体験活動が行われており、今後も継

続されていくものです。 

  なお、当町におきましては、本年度より配置した学校図書館アドバイザーにより、この伊

豆半島ジオパーク世界認定のコーナーがいち早く設けられ、児童生徒への意識高揚を促す取

り組みが行われておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、４点目の観光政策としての誘客にどう生かしていくかについてですが、ジオサイト

を観光誘客に活用する場合の条件として、「アクセスが容易であること」、「安全であるこ

と」、「地質に詳しくない一般の人にも景観のよさや造形の珍しさが伝わるものであること」

の３つの要素が全てそろっている必要があると考えていますが、当町のジオサイトでこれを

満たしているのは、唯一、細野高原だけであるため、秋のススキイベントを中心に誘客に取

り組んでいきたいと思います。このほかのジオサイトにつきましては、観光誘客に活用する

のは難しいことから、ジオパークそのものが当町の観光政策に大きく寄与することは期待し

ておりません。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） ただいまお答えいただいたんですけれども、これ私、2013年３月に
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もたしか質問しているはずなんです。これは日本ジオパークになったのが2012年ですので、

その１年後くらいにたしか質問したと。2012年に日本ジオパークになったときに、その後は

世界ジオパークに申請したんですけれども、ちょっと保留という形で残念ながら認められな

かったという経過がございましたね。 

  それから２年後、今年の４月にやっと認定されたという経過があるかと思います。これは

また９項目ばかり、こういう点は改善しなさいというような指摘も受けながらの認定なんで

すよ。また、３年後に再認という形で認定し直すというような規定もありますので、これ認

定されたからといって喜んで何もしない、手をこまねいていると、残念ながら認定を取り消

されるというようなことも起こりかねないというふうなことであるかと思います。 

  今当町の取り組みが、私は非常に弱いのではないかなという印象がちょっとありますもの

ですから伺っているんですけれども、他市町なんかへ行きますと、もう大きな看板が役場の

上からだあっと垂れ下がって、外だけではなくて中のほうにもいろいろなっているような、

例えば伊東市役所なんかに行きますと、そういった光景がどおっと圧倒されるような喜びよ

うというか、あれがございます。 

  それから、ビジターセンターを開所したというんですけれども、これにはどのくらいの利

用があるかなというふうに思うんですが、図書館で、この前、ジオパークの世界に登録され

たときに展示はあったんですけれども、それなんかにも余り、自分が行ったときも大して人

は行っていないなという気がしたんです。ですから、当町の取り組みとしてはちょっと弱い

かなというふうに感じました。 

  それと、伊豆市の修善寺には、その本家本元といいますか、ジオリアという形で伊豆全体

のジオパークを説明するような施設があるんですけれども、ここに私ども、ある団体と一緒

に行ったことがあるんですよ。ジオパークの説明を説明員の方が丁寧にしてくださいまして、

いろんな模型とか映像とかを使ってやってくださいました。非常に初めて行った方なんかが、

ええ、何、伊豆半島は海のほうからどんどん流れてきたのかというようなことで初めて聞い

たということで、年配の方なんかも非常に興奮した形で、そこのジオリアにはよかったとい

う評価があります。 

  そこの係員に聞きますと、東伊豆町から参加といいますか、見学といいますか、視察あり

ますと言ったら、いや、残念ながら余りないんですよというような答えでしたので、私は本

当に、ちょっと残念な面持ちをしております。 

  あと、町の取り組みとしても、これに関しては、もっとジオガイドといいますか、ここが
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ジオパークだというふうな、先ほど６カ所当町にはあるんだというあたりも案内できる人材

の育成、そういったものも必要なのではないかと。それについては、例えば私、今３級なん

ですけれども、ジオパークの検定というのがあるんです。これを３級では余り自慢にならな

くて、これはやっぱり初級みたいなもので、これからステップアップといいますか、スキル

アップして２級くらいまでいきたいなと。２級くらいになると、ジオガイドとして案内もで

きるんだそうです。 

  しかし、なかなかそういうようなものをこの町として、あるいは近隣町と一緒にでも構わ

ないんですけれども、そういうことをスキルアップするような講座とか、そういったものも

なかなかないなという感じで、全く独学でやるという形になってしまうんで、やっぱりイベ

ントとしてこれだけ大きなことなんですから、やはり町もそういった形の取り組みをされた

らいかがかなというふうに私は思っております。 

  それと、先ほど教育の関係で聞いたんですけれども、ふだんに、特にこのジオサイトがど

うとか、ジオパークがどうというのではなくても、理科とか社会の授業の中で教えているよ

というお話だったかと思いますけれども、私、この世界ジオパークに指定されるときに、大

人の中にまざって高校生がユネスコの職員たちをこうやって説明したわけですよ。 

  それは松崎高校のサイエンス部という部があるらしいんですけれども、その人たちが大人

にまじって、ここの地層はこうだとか、これはこういう由来でこうなっているんですよとか

というようなことを、もちろん英語で全部説明したんだと。それには、当然ながら英語の勉

強も熱心にしなければならない。相当集中してやって、そういう姿にもユネスコの人たちは

感心して、これは、伊豆というのはすばらしいのではないかというふうに認定される大きな

きっかけになったということでございます。 

  そういった意味で、うちの町にも高校もございますし、いま一度こういうことに関する地

政学的な勉強といいますか、そういったものもこれを機会に何らかの形で強化されるように

お願いしたいなと。また、社会教育いろいろやっていらっしゃいますけれども、また中には

ジオを研究しているグループもあるようですけれども、それにも町なんかはもっと積極的に

かかわったりして、指導員あるいはそういうところの案内できる人たちを養成するような人

たちもその中から選ぶという作業もしてほしいなというふうに思います。 

  前回のときに、この町のジオガイドできる方は何人いらっしゃいますかと聞いた記憶があ

るんですけれども、たしか４人と答えたんですよ。お答えになられたんですよね。私の記憶

では４人とおっしゃったなというふうに思うんですけれども、その後、ジオガイドに携わる
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方なんかは増えているかどうか、その点もちょっと伺っておきます。 

  それから、当町のジオサイトがあるんですけれども、そこに看板を立てた、駐車場を整備

したというのは細野高原だけだということで、例えば高校上のほうのスコリア層のところも、

あれもジオサイトなんだよとか、黒根岬もそうなんだよというふうに幾つかあるらしいんで

すけれども、そこにきちんとこれがジオサイトだという形の看板であるとか、案内板である

とか、そういったものはまだ見受けられないんで、これもやはり町としては整備する必要が

あるんではないかなというふうに私、思いますので、ひとつその辺もお願いしたいなと思い

ます。 

  細かいところまで含めまして、ひとつよろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 答弁漏れがありましたら、言っていたただきたい。 

  まず、このジオパークに関してでございます。このジオパークに関しましては、本当に今

回、世界のユネスコに認定された、大変うれしいことでございますけれども、このジオパー

クに対する各自治体の取り組みは、もうまちまちでございまして、やっぱりここに力を入れ

ている自治体、やっぱり余り入れない自治体、やっぱりここが立ち上がったとき、このジオ

パークで恩恵を受けるのはどこかといったら、やっぱり最初は伊東ですよ。伊東さんがもう

大室高原からやったんです。これから始まっているんです。これから知事が目をつけて始ま

って、そして、多分、当初は伊豆市も余り乗り気はなかったですよ。 

  そういう中で、伊東市、そして西伊豆、堂ヶ島、そして南伊豆町のあの辺、その辺が主で

ございまして、もうジオパークに関しましては、その辺がそういったことで、伊豆市が伊東

に拠点ができましたもので、伊豆市も力を入れておりますけれども、この温度差があるとい

うことだけは理解していただきたいと思います。 

  そして、この認定に対しても、今言ったように、３年後にいろいろと指摘された事項が改

善されなければ、当然これは取り消されるということは、また皆さんも知っていると思いま

すので、その辺は理解願いたいと思います。 

  そして、さらに高校生、松崎高校、本当に一生懸命やっています。そして、今まで伊豆中

央も結構やっていたんだけれども、今はちょっと伊豆中央のほうは聞きませんけれども、松

崎高校は本当に一生懸命やっております。そういう中で、教育の一環として、またそういう

中で稲取高校には、これは言っておきますけれども、それがどうなるかわかりませんけれど

も、そうやって促していきたいと思います。 
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  何しろ観光に対しても、最初はこのジオパークができたとき、うちの町で一番すばらしい

ところはどこかといったら、先生はですね。今町立体育館がある、あそこは30メートルです。

これが一番ジオではすばらしい。細野高原もそんなところ、もう問題、一番下でしたよ。そ

ういう中で、そこを観光化していくかというのを提案したんですけれども、これだけのスコ

リア層ではとてもではないけれども観光にできないという中で、それで整備しなかったのが

現状でございます。 

  そういう中で、今一番ジオサイトで細野高原がいろんな方も来ておりますもので、そこで

整備したということでございまして、ほかにジオサイトも６カ所ありますけれども、それを

どこに看板設置、町立体育館か黒根岬、まずはジオサイトだと聞いておりますけれども、そ

ういうすばらしさがなかなか、現状を見た限り、地層が一番すばらしいと言われても、それ

が果たして観光とかいろんな面に役立つかという中で、そこのどこに、そういう整備をした

らいいかというので、そこがなかなか厳しい部分も、それでやっているのが現状でございま

して、町の取り組みとしては、今、北川温泉が従業員とかそういう方が、本当にこのジオの

検定を受けた中で、従業員の方、相当数、二十何人おるというようなことも聞いております。

実際、これ把握しておりませんけれども、北川温泉は、これに関しましてはいろんな面で、

断崖も伊東のほうから見えますし、そういう人と、うちとして今、北川温泉はやっているよ

うなことは観光協会の方からは聞いております。 

  基本的に、ジオパークというのは、本当に伊豆が一つになるということは大変いい事業だ

と思います。それは、それなんで我々も参加しているのが現状でございまして、今後もジオ

パークを観光に役立てる、世界となっても、世界認定になっても世間騒がないですよね、は

っきり言って。これは本当にそんなことを狙っているわけではないんですけれど、もうやっ

ぱりある程度世界になれば、観光とかいろんな地域の中で、そういう情報発信の中で、この

伊豆半島がこれから有名になるのかなという中で、やっぱりそういう一過性の中という、こ

れから地道にこの伊豆半島ジオパークということをやっていかなければならないと考えてお

りますもので、それだけインパクトというのは、余り私は少なかったように感じております。 

  その中で文化的、いろんな面でこの伊豆半島のジオパーク、これはこれから子供たちもど

んどん学んでいただきたいと考えておりますし、その辺はこれから、今現在、地理的なこと

をやっておりますけれども、ジオから見たこの伊豆半島、それはまた違う観点でございます

もので、それはまた教育委員会と相談しながら、どのような方法がいいのかなと考えており

ますし、このジオガイドにつきましては、何人いるかとかちょっと原課に依頼しますけれど
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も、多分そんなに増えていないのではないかなと、私自身そういう感触でございます。 

（発言する人あり） 

○町長（太田長八君） 看板につきましては、私さっき言ったように、やっぱり細野にやって、

ほかのところにはそうした、一応私、こう思ったのは、昔、白田川の源流に、硫黄の問題が

あったので、やっぱりそこもジオサイトにいっているんですよ。しかし、町としては、イメ

ージ的に悪いからこれは除いてくれと言った中で、やっぱりそういう中で、ジオパークとし

てすばらしいところもあるけれども、町のマイナスイメージになることもありますもので、

その辺は理解していただきたいと思いますし、やっぱり観光とこのジオパーク、やっぱり相

当差異がありますもので、これをこれから観光に生かすにはどのような中で、やっぱり穴切

もそうでございます。これも本当にやるのはもう多額な費用がかかりますもので、とてもで

はないけれどもそういうやつを、お金をかけてまでは穴切はできませんし、やっぱり一番、

さっき言ったように安全、そして皆さんも行ったらわかる、やっぱり細野高原が一番今いい

のではないかなという中で、町が今、細野高原に力を入れている、これを理解していただき

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） 観光商工課のほうから、御質問の点について何点か答弁させ

ていただきます。 

  まず、熱川のビジターセンターの利用状況でございますが、観光協会の事務所、観光案内

所を兼ねておりますものですから、御来場になった方の目的で、どの方がジオで、どの方が

観光目的かというようなことを分けることは難しいものですから、利用状況については、特

に把握してございません。ただ、世界認定を受けて、ジオの関係のお客様や問い合わせが増

えたかどうかについては、事務所の方に確認しましたが、特に目に見えた変化はないという

ようなことでございました。 

  また、御質問の中で各市町のジオパークの横断幕等がうちの町にはちょっとないのではな

いかということでしたが、これ４月17日の認定当日に、うちの町も正面玄関左側に大きな懸

垂幕を設置しましたが、庁舎周辺、何しろちょっと風が強いものですから、１週間程度でち

ょっと破損をしてしまいまして、危険のため撤去をしたというような経緯でございます。 

  ジオガイドについてでございますが、ジオガイド、うちの町で認定を受けた方が５名いら

っしゃったんですが、１名の方はガイドの認定の更新を辞退されたということで、現在も４
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名のままでございます。 

  このジオガイドの育成については協議会のほうでやっておりますが、ジオガイドの認定を

受けるにはかなりの時間と労力を要するものですから、なかなか個人の方で、相当やる気と

お時間のある方ではないとなかなかガイドになるのは難しいということで、そういう方がい

らっしゃれば、ぜひ挑戦していただきたいなというふうには思っておりますが、ガイドの養

成自体は町が主体的にやっているものではございません。 

  あと、ちなみに参考までに、ジオ検定の合格者については、現在、東伊豆町、97名おりま

して、15自治体中、町の中では２番目に大きい数字でございます。町長も答弁ありましたが、

ホテル、旅館の従業員の方が簡単な知識が、もっとお客さんに案内ができるようにというこ

とで、従業員の方に検定を受けさせていただいているというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） これ初めから割とジオパーク推進協議会の、うちの町の町長、副会

長かなんかにたしかなられていたような気がするんですけれども、その辺の経過からずっと

きて、幸い日本ジオパーク、それから世界ジオパークになったということで、これはもう少

し何らかの形のアクションが強くあっていいのかなと思うと、今伺ったところ、余りインパ

クトがないし、垂幕、あれなんかもかけたけれども、１週間ぐらいでちょっと破損しちゃっ

たというようなことで、外から見ると、何となくしらっとしているななんていう印象をちょ

っと受けるのかなというふうな気がします。 

  ただ、これに関しては、取り組み、幾つかありますけれども、逆に言いますと、一生懸命

勉強すること、それからそういう何らかの形で知ることによって、逆におもしろいというふ

うなことが湧いてくる、それをまた人に伝えたいというようなことではないかというふうに

思うんですよ。 

  ですから、そういう意味では、ぜひ先ほどのジオガイドとかそういうものの養成とか、そ

れから看板なんかも、もう少しスコリア層のところなんかには、割と行きやすいところです

から、木を払えばいいわけで、何もしなければまた何もなくなってしまうみたいなところが

あるわけですよ。 

  ですから、逆に言うと売り込むといいますか、ここはこういうものですよと説明されると、

ああ、そういうことかというふうにおもしろさがわかってくるということなものですから、
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非常にそういう意味では、売り込むというか、観光においてもそうですけれども、今の時代

は、団体旅行よりも個人旅行が多くなってきて、物よりも事というふうに言われる時代にな

ってきて、何か見たい、何か史跡やら旧跡、そういうジオサイトなんかを見て説明なんかを

受けたいと。そうすると、ああ、おもしろかったなというふうな、こう参加型の人が多いん

で、ぜひその点は、町ももっともっと取り組みを強化して、このせっかくの機会ですから、

町長おっしゃるような伊豆半島が一つにまとまって何かやるようなこと、そういういい機会

ではないかなと。 

  県のほうも、これは予算、約1,500万ぐらいはＰＲなんかに使いなさいという形でつけて

いるようですので、いろいろ活用されたほうがいいのではないかなと思いますので、また取

り組み方は今後強めていって、ぜひこれもこの町の魅力の一つに加えていただきたい。 

  また、うちの町には築城石とかはさみ石とか、もう石の文化があるわけですよ、幾つかね。

ですから、こういうことに関しても、ジオパークに関しては非常に間口が広いといいますか、

これは説明しちゃだめとか、これは何しちゃだめというのではなくて、それは逆に町のほう

で売り込み方といいますか、こういう関連性がある、あるいはその石はこういう由来である

という人的な、歴史的な背景なんかも説明することが非常に重要だというふうに言われてい

ますので、その辺もまた重要視していって取り組んでいただきたいなとお願いしまして、私

の１問を終わりたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） とにかくジオパークと町と、何とか活性化に結びつけたいと考えてお

りますけれども、なかなか結びつかないのではないかなというのが現状でございます。そう

いう中、私が副会長をやらせていただきました。そのときの当時会長が伊東の市長でありま

したもので、この辺一帯を東伊豆町さんお願いしますと、真ん中あたりは伊豆市長さんかな、

それでお願いした中で副会長をやったという経緯があります。 

  それで、私、鳥取も、そういう関係で日本ジオパークが世界ジオパークになる審査で鳥取

まで行ってきて、残念な結果になりましたけれども、そのときは川勝知事にも来ていただい

た中で、次は何とか世界に頑張ろうという中で今回なったということは大変うれしいことで

ございますけれども、本当にこのジオパークは、うちの町にとっては本当に観光とかいろん

な面でプラスになるので大変ありがたいことで、しかし、子供たちに対する伊豆半島の成り

立ち、これは必要と考えております。 

  その中で、伊東市とかそういう南伊豆とか、一応小学校までのそういうカリキュラムを組
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んでやって勉強させた、そういうことをユネスコが認めたことだとも聞いておりますもので、

やっぱりそういう子供たちの教育というものはまたこれから、学校もいろんなカリキュラム

がありますから、その辺は調整した中で、できるかどうかわかりません。その辺はちょっと

調整しながら、ジオから見た伊豆半島、これは子供たちが知ることは大変重要であると考え

ております。せっかくこれが世界認定になったものでございますから、子供たちにも伊豆半

島の成り立ち、その辺はやっていきたいと考えております。 

  それで、築城石とはさみ石、今言いました。もうはさみ石は、とてもではないけれども、

町も商工会が何回も言われています。安全性を考えれば、町がタッチするのはなかなか難し

いものですから、これは有志の方にやっていただきたいというのが町の考えで、ただ、築城

石に対しまして、これは本当に一つの財産でございますし、これは町としても、これからの

まちづくりにつきましては、築城石は一つの方法かなとは考えております。 

  それならそこで、ジオパークが使えた中で、今ジオパークの、ほかのことを言っちゃ悪い

けれども、まだ３分の…… 

（発言する人あり） 

○町長（太田長八君） 今まで補助金は３分の２だったんですよ。それがジオパークになった

ときの県からのある程度の優遇措置でございましたけれども、今２分の１になりましたもの

で、やっぱりせっかく世界になって、また県のほうに助成が３分の２になるような中で、こ

のジオパークの活性化、いろんな面で啓蒙して、そう考えているもので、御理解願いたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、介護予防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問です。介護予防事業についてをお伺いいたします。 

  国の補助金１億円を得て、この間、アスド会館のプール、体育館をメーンに行われてきた

介護予防事業は大幅に縮小されました。これについて、以下の点を伺いたいということでご

ざいます。 

  まず、健康づくり、介護予防のこの間の実績についてお伺いしたいなというふうに思いま

す。 

  それから、今年度からプールを使用しなくなったということの理由は一体何なのかという
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ことです。 

  それと、温水プールの代替施設、これに関しては考えていらっしゃるかどうか、それにつ

いてお伺いしたと思います。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問、介護予防事業については３点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  １点目の健康づくり、介護予防の実績はについてですが、平成14年度に介護予防拠点施設

整備事業の採択を受け、9,956万9,000円の補助を受けてアスド会館体育館をプールの改修と

エレベーターなどのユニバーサルデザインに対応した部分改修を行い整備し、介護予防拠点

施設と位置づけ、平成15年10月より同施設において、プールとアリーナを利用した介護予防、

健康づくり教室を展開してまいりました。教室の設置状況は、毎年度精査し形態やプログラ

ムを変えながら、昨年度までは月曜日から金曜日までの午前中には主にプールを利用した健

康づくり、介護予防教室を実施し、約120名の方に参加していただいております。午後から

と土曜日は一般に開放して、１日平均25人から30名の東伊豆町及び河津町の町民の方に利用

していただいております。詳細な実績につきましては、「主要施策の成果説明書」において

毎年度御報告をさせていただいております。 

  次に、２点目の今年度からプールを使用しない理由はについてですが、２月の定例会にお

いて、議員からの一般質問、アスド会館の売却についての４点目、介護予防拠点施設の今後

はに対し、施設の廃止も視野に入れて検討するとお答えさせていただいておりましたが、施

設の老朽化への対応や消防設備の改善など、大規模な修繕及び維持管理に多額の費用が発生

するため、検討した結果、アスド会館の介護予防拠点を使わないで他の地域資源を活用した

介護予防、健康増進事業を選択することといたしました。 

  次に、３点目の温水プールの代替施設はについてですが、温水プールの運営及び維持管理

には多額の費用がかかることから、住民の皆様には御不便をおかけするところではあります

が、現在の財政状況を考えると、町が代替施設を設置することは慎重に検討しなければなら

ないと考えます。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） これは平成14年だったと思いますけれども、国からの、先ほど町長
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おっしゃられるように9,996万円ですか、補助を得て、１年間かけて改修して、平成15年か

ら始まったと思うわけですよ。そうしますと、昨年までで、今年は30年ですから、やらない

わけですから、プールに関してはね。大体14年間でこれを打ち切ったという形になります。 

  これはどうでしょうか。国が約１億円を出して、温泉は別で、これは町は2,500万で買っ

ていますね。そういう施設がわずか14年で、これはもう老朽化した、使えないという形で廃

止しちゃうというふうなことなんですけれども、それに関しては余りにもちょっと唐突かな、

突然のような気がします。 

  おっしゃられるように、前回の議会で私、質問しまして、これは今後どうするんだとお伺

いしましたが、確かに今後は廃止を含めて検討するというふうに町長お答えになりました。

今後は廃止を含めて検討するというのが、３月議会、それであって、もう６月には廃止だと。

今現在、ちょっと動いているんですけれども、６月いっぱいでもう廃止するというふうにお

っしゃっているわけですよ。そうすると、これは非常に今までここで受講していた人たちに

混乱があったんではないかというふうに思うわけです。 

  今120人くらいの利用と町長おっしゃいましたけれども、これは別に延べ人数で言わなく

ても、もっともっと多くの人数が利用しているんですよ。昨年度募集要項、これ合計しまし

ても155人受講しているんですよ。155名ね。今年は100名なんですよ。新しい今年のですよ。

これは去年のです。プールだけですと135人の方が受講していたのが、これはゼロになるわ

けですよ。いいですか。 

  それで、今年は募集した、そうしますと、55人の方はどう考えても落ちるわけですよ。入

れてもらえない。それに関しましては、これは行政のあり方といいますか、行政のやってい

る仕事、こういうものは、やはりこれではちょっと継続性といいますか、一貫性といいます

か、責任といいましても、余りにもちょっと無責任になるんではないかと私は思うわけです

よ。 

  やはり現に申し込んだ方が、申し込んだけれども電話が通じなかったと、なかなか電話が

通じなかったんですよと。これは後で課長さんなんかにもちょっとお伺いしたいと思います

けれども、そしてやっとつながったと思ったら、もういっぱいですよと断られたという方も

何人もいらっしゃるんですよ。 

  ですから、課長、どのくらいの電話があって、何人ぐらいお断りしたのか、もし統計的に

わかっていらっしゃればお伺いしたいなというふうに思いますけれども、現実には、昨年は

プールの教室が135人、それから県の元気塾というプールを使わないクラスが20人ですから、
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155人の方が受講されていた。月曜日のＧＯ！！スイミング、火曜日の流水筋トレ、それか

ら水曜日のアクアエクササイズ、木曜日のリラクゼーション、金曜日のコンディショニング

ルームとか、こういったふうな形で、それぞれ25人、30人、30人、30人というふうな募集を

されているわけですよ。プールを使わない教室は確かにあるんですけれども、それは20人だ

ったと、去年ですよ。ですから、合計155人の方が何らかの形で町の健康教室に通っていた

わけですよ。 

  それがこの３月に議会で、町長が廃止も検討しているというふうなことをちらっとおっし

ゃって、私も、えっ、廃止と今言いましたねと思ってメモしていたんですけれども、それが

あっという間に６月の段階、例年は５月からもう始まっていますので、今年はそういう意味

では期間も短縮したわけです。人員が先ほど申したように100人しか募集していないという

点では、これは町のやり方としては非常に非合理な、ちょっと横暴なやり方ではないかなと

いうふうに思うわけです。 

  これに関しては、例えば具体的に選に漏れた方をもう少し収容といいますか、ちょっと人

数を増やすとか、今からでも何人かだけでも募集するとかというような方法はとれないもの

かどうか。これはおっしゃるように、プール使ったという意味ではないですよ。プールなん

か使わないでもやれるんだということであれば、それはそれで、そういうクラスを少し募集

の人数を増やせないか。 

  それから、単純に選に漏れたといいますか、そういう方以外に、この町の別荘に住んでい

る方が申し込んだら、あなたはここに住民票がありませんと言われて断られたというんです

よ。それはこれだけ人気がある講座とかなんかであれば、やむを得ないと言えばやむを得な

いでしょうけれども、それは町の一定の基準でしょうけれども、しかし、どうでしょうか。

別荘に住んでいらっしゃるということは、固定資産税を払っているわけですよ。この町にい

ろんな意味で恩恵やら何やらこうむって、いいなというふうにここで住んでいるわけですか

ら、その方が申し込んだら、あなたはここに確かに別荘はあるけれども、住民票はないとい

うことで断られたと。 

  こういうふうにしますと、ますます外から来る方も少なくなるし、せっかく来てくださっ

た方も、何だこの町はというような形で不評になるのではないかというふうに私は思うんで

すよ。この辺の何か救済措置はないのかというふうに思います。 

  よく他市町でも募集なんかいろいろ、町の企画なんかで募集しても、そこに住んでいらっ

しゃるか、あるいはそこに勤務先がある方なんていうふうな募集の仕方をしますよ。つまり、
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そこに住所はないかもしれないけれども、昼間勤務でそこに来ているとかというふうなこと

の人も含めて、そういう町の企画には参加させていると思うわけですよ。ですから、その辺

はもう少し柔軟にならないのかなというふうに思います。 

  それと、これを全般的に言いまして、私のところにも手紙なんかが来るんですけれども、

その１節、ちょっと読ませていただくと、「私は一昨年圧迫骨折となり、アスド会館のプー

ルへ通い、１時間ほど水中ウオーキングをし、冷えるとそばにある温泉で体を温め、昼はほ

かほか体も軽く、おかげさまで骨もつき、本当にありがたかったです」こういうふうにおっ

しゃっているわけですよ。現に病気が治ったというふうにおっしゃっているわけです。 

  そういう方が、この手紙くださった方以外にもいらっしゃるんですよ。そこに行くことが

もう一つ生きがいになっている。そこで病気治って、自分はもう本当にいい町だと思ってい

たと。そういう方に今回はないですよというふうに、こう言ったわけですから、ちょっと非

常に酷な話だなというふうに私は思うんですよ。 

  水中と、これは釈迦に説法でしょうけれども、水の中で、温水の中で動く動きと、またお

かで動く動きというのは、浮力の関係とかいろんな水圧の関係とかで非常に違っていて、お

かでは動けないけれども水の中で動けるというようなことが現にあるわけですよ。非常に医

学会なんかでも推奨されているし、そういう点からいいますと、このプールで現実に治った

というような方の場所を奪うということは、やはり非常に酷な話だなというふうに思うわけ

です。どうでしょうか。 

  それから、先ほど成果というふうにお伺いしましたけれども、単に人数だけではなくて、

これは私、うちの町は割と国保が値上げしないで済んでいるという点では、国保にもいい影

響があるのではないかと思うんですよ。これはもちろん長い統計でもとらないと、行ってい

る人、行かない人、それではわからないでしょうけれども、一朝一夕にはね。ただ、他市町

で割と国保の値上げなんかがある中で、ああ、うちまだ上げないで済んでいるなというふう

に思っているんで、みんなが健康で過ごすということは、非常に国保会計なんかにもいいこ

とではないかというふうに思うわけです。 

  来ている方の話聞きますと、何とか介護のお世話になりたくないんだと、寝たきりになり

たくないんだという思いで来ているわけですよ。ですから、そういう思いを酌んで、やはり

こういう事業は続けるべきではないかと。町長、簡単に費用がないから代替施設はつくらな

いというふうに、つくらないとまでは言わないけれども、ちょっと考えさせてくれみたいな

話ですけれども、例えば現在、町なかに、民間のホテルの中にはプールもあるんですよね。
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そういったところなんかでも町は借りることができないかどうかと交渉するとか、個人では

なかなか難しいけれども、そういうような方法もないことはないのではないかと、暫定的に

ですよ。もし町がすぐに代替施設をつくらないということであれば、そういう方法も考えら

れるんではないかと。 

  これまでも、プール、体育館も老朽化したといえばそれまでなんですけれども、今までは

これを直し直し使っていたわけで、そんなに大きな金額かかってきたわけではないわけです

から、町の事業として、例えばこの場合、河津町さんなんかで何か１つつくるといえば、こ

れはもう十億単位の金かかっていくわけですから、これ町長おっしゃるように、修理するの

に１億5,000万かかるんだというふうなことであれば、これは町の事業として、当然このく

らいの規模のものは保守点検して、これだけたくさんの方に利用されているわけですから、

やはり使用に供するべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、簡単に１億5,000万と言いますが、この１億5,000万というのは

どれだけ財政負担か、これは町単ですよ、町単。県の補助、はっきり言ってほとんどないと

考えてもらって結構ですよ。この１億5,000万の直す金額で、プールを利用しているところ

の成果表を見ると、100から200ですよ。大体150人といったとしても。この人たちのために、

ほかには確かに病気が治った、大変これはありがたいことだと思います。これはある程度お

金をかけられたら、そこがあったではなくて、これから公共施設の適正化を、これやらなく

てはなりませんよ。 

  その中で、こういう施設はますますお金かかってきます。その中で、２月にはたしか検討

するという、こんな金額かからないなら自分もやるつもりでいましたけれども、やっぱり１

億5,000万という町単のお金をかけて、また今後ますますこの維持費がかかっていく中で、

適正化の中でどんどんそういうのはやめていきなさいという中で、逆行している中で、本当

に申しわけないけれども、やっぱりプールをやめると言ったときに、私に旧町長室で何回か

来ましたよ、何とかやってほしいと。 

  しかし、基本的にこの１億5,000万かかって費用対効果という中で、ある程度の方は、あ

る程度わかってくれます。やっぱり今の状況の中でこれだけお金をかけた中でということ、

何とかしてほしいという中で民間施設と言いまして、これ山田議員の答弁するつもりでいま

したけれども、一応町といたしましてもそういうことは検討した中で、お願いした中で民間

もないのが、皆無であるのが現状でございます。町といたしまして、そういうプールを使っ
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た方にやっぱり同じような感じで、民間でもいいからそういうことを継続してほしいなあと

いう中で、その民間もあたっているのが現状で、今その数が皆無であるということは御理解

願いたいと思います。 

  そういう水での健康、これは藤井議員も言っているように、私もその効果はよくわかりま

すけれども、しかしながら、現下の町のいろんなことを考えて、プールではなくても陸でで

きる健康づくりも十分考えておりますので、また町民の方にはある程度この町の事情を考慮

していただきまして、町の事情をまた真摯に説明していきますけれども、一応区長さんたち

にはこういう状況なんだよ、やっぱり町としては、１億5,000万をかけてまでこのプールに

関しましてはちょっと維持できないので、廃止の方向ということは言っております。その中

で、プールにかわる、町でのおかでの健康、どのようなことを考える、ちょっとそれは原課

のほうに説明させたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） それでは、御質問の中でまず今年度の教室について、予約

の段階で電話が通じなかったというような御指摘がございました。毎年度募集の時期になり

ますと、募集期間という形で予約をとらせていただいております。その中で、電話回線が２

本、職員が３名の対応という形の中で予約をとらせていただいておりますけれども、朝スタ

ートすると一度にかかってくるということで、毎年度電話が通じないということで、直接ア

スド会館のほうに、窓口に申し込みに来られる方もあるとか、そういうような形で通じない

ということは、毎年毎年行う、予約の時期にはある現象かなというふうには思います。 

  それから、教室の募集規模、昨年度155があったのが今年は少なくなっているよというよ

うなことです。これについては、陸上で行う場合のスペースの問題が１点あります。今現在、

陸上で行う教室をアスド会館の本館の５階のロビーのほうで行おうというふうに考えており

ますけれども、１人１人にかかるスペースのことを考えていくと、その使えるスペースの中

で対応できるのが25名程度かなと。また、これはスペースが余裕が持てそうだということと

プログラムの内容によっては、今後ももしできれば増やしていきたいというふうには考えて

おります。 

  それから、申し込みを増やせないかということの中では、現在、申し込まれた方の中でキ

ャンセル待ちというのは、一応キャンセル待ちをしていただいておりまして、今後教室を進

めていく中で、その教室が人数が減った場合には順次繰り上げで入っていただけるような形

で御案内をさせていただいています。正確な数は、ちょっと把握はしておりませんが。 
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  それから、別荘の方の対策等についてなんですけれども、一般開放の部分においては、登

録の場所を別荘の住所でどうぞということで対応させていただいておりました。しかし、介

護予防事業となりますと、介護保険会計の中で交付金の措置を受けながら、単純な一般施策

という財源の施策ということではなくて、保険の事業に従ったものとして捉えているので、

やはり対象としてはどうしても町民の方に制限をさせていただくというのがあります。 

  今後のプログラム等についてですが、もちろんこの14年、15年をかけながら我々も、町長

が答弁いたしましたけれども、プログラムの精査をしながら変えてきて今の形があるという

ことですので、当然陸上のプログラムもそれに従い、住民の方に納得いただけるようなもの

をこれから順次そろえていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

  課長、統計がとられなくても、かなりの人数が殺到して人気だったということはおわかり

になったと思うんですよ。私、やはりこの町でやるイベントでそんなに殺到するようなこと

はなかなかないのではないかと思うんですよ。私は思うに、これだけ、先ほど国保も安く少

し済んでいるのではないかと、それから介護保険なんかにもやっぱりいい影響があるのでは

ないかと思っているんですよ。全国平均よりも年間で2,060円だかうちの町のほうが安いん

ですよね。そういう点なんかも、非常にこういう効果があるのかなというふうに思っており

ます。 

  何よりも、先ほど手紙なんかいただいた方なんかのように、足が治ったんだと、逆にここ

に行かないと本当に寝たきりになってしまうのではないかという恐怖があるという人たちが、

そこでみんなと友達になって楽しく時間を過ごす、そして病気も治っていく、寝たきりにも

ならないで済むのではないかという施設を失ってしまうということは、非常にこの町にとっ

て残念なことだと思うんですよ。 

  というのは、小さく言う必要はなくて、町長、120人とかなんかの利用ではなくて延べ人

数で言わなくちゃ、だって、１週間で一遍行けばやっぱり１とカウントして、これでいきま

すと、やっぱり１万4,000人を超える利用があるわけですよ。先ほどおっしゃられたように、

河津の方からも入って利用されているというふうなプール利用なんかも新聞記事を読みます

と、一般開放し年間七、八千人が利用しているというふうな、伊豆新聞なんかにも書いてご
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ざいますよ。 

  そういう施設に関して、介護拠点施設というふうなものを失うということは、非常に僕は

住民サービスの大きな柱を失うのではないか。つまり、図書館とか学校とか、こういうもの

はお金かかるのは当たり前で、こういう介護とかその予防、そういうものに関してはお金か

かるの、これはやむを得ないと。町長おっしゃられたように、政治の基本というか究極の目

的は、これは住民福祉であると、町長はそういうふうにたしか選挙戦にもおっしゃられたと

思うんですよ。私も本当にその点、納得するところで、そうしますと、そのためにこそ町は

やっているわけですから、ぜひこれは長い目で見ても非常に有効なものですから、残してい

っていただきたいな、存続してほしいなというふうに思います。 

  それと、これはまた別なことですけれども、どうなんですか、あそこを残された場合に、

現実的にやらないよと、６月に廃止だというふうなことになると、周りは、プール、体育館、

温泉も使わないわけですから、これはペンペン草が生える、雑草に覆われるような施設にな

るのではないかと思うんですよ。施設も94％は敷地ですよ。敷地は残されるわけですよ。９

割方残されるわけですよ。 

  ですから、地目は山林とか幾つか、それは別として、とにかく残されてしまう、そのとき

は、一体これは将来的にはどうなるのかなと、その点、町長、どうお考えになりますか。売

るんですか。それとも、どこか譲渡先でもあれば譲渡したいなというふうに思うんですか。

その辺は何か見込みといいますか、目安といいますか、約束なりそういったものはあるのか

どうか、ちょっと伺っておきたいなと思います。ひとつその辺、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱり我々の目的は住民福祉の、これもう基本でございます。そう

いう中で、この町が存続していく上でやることなんですよ。要は、これを使ったらこの町が

何年もつか、私はもう本当に危惧しているんですよ。今の現状の中で、この町がどんどん副

収入が減っている中、やっぱりまず歳出を減らさなきゃならない。歳出を減らすことプラス

町の歳入、これを増やさなきゃならない。今これをやったら歳出が増えるだけで、歳入は全

然増えていきませんよ。それだけのバランスの中で、この町の行く末をもう本当に危惧して

いるところでございます。 

  気持ちとしては、本当はこのプールやってやりたいですよ。やってやりたいけれども、今、

町の現状を見た中で、歳出ばかり増えて歳入を増やす方法がなかなか見つけられない。やっ
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ぱりこの町民の歳入を増やすことも、これは一つの町の目的は、究極な住民福祉でございま

すけれども、しかしながら、やっぱりそれは町が存在していてのことでありまして、やっぱ

りこの東伊豆町をいかに今後も存続させるか、やっぱりこれが大変大事だと考えております。 

  その中で学校とプール、これは全く切り離していただきたい。やっぱり学校というのは、

子供たちを相手に、これはあくまでも一般町民で、これ、なければまた違うところで頑張っ

てもらえばいいんです。こんなこと言っては、お金があればどんどんやってやります。しか

しながら、何回も言っているように、この１億5,000万という町単のお金が今後この町に対

する、当初予算を組むのに大変苦労している中で、この１億5,000万というものをつぎ込ん

だ中で、延べ人数は確かに１万何ありますよね。実際プールに行っているのは百何人ですよ。

その方たちのために、この１億5,000万という金を果たして使っていいのか。それなら、例

えば１億5,000万を違う方向にやった中で、もっと多くの方の町民が、住民福祉が向上する

ような方法でやったほうがいいのではないかという中で、今回プールのあえて廃止の方向を

決めたと。 

  それは当然、そういう中、粘り強く民間の方たちにもプールがある程度、可能かやります

けれども、お願いしますけれども、やっぱりそういう中で民間の方たちは一番いい、こうい

う特殊な方たちが来た中で、やっぱりプライバシーとかいろいろな面がある中で、今大変難

しいのが現状でございますけれども、町といたしましても、できるだけこういう方たちのプ

ールの利用がある中で、それは民間の方たちにはお願いしたい、していくつもりでございま

すけれども、その辺は絶対オーケーだとか言えませんもので、今大変厳しいという状況でご

ざいます。 

  あと、敷地に関しましては、今のところ全然ありません。そういう、今、イズーさんがこ

っちに来ていますよね、本館の。しかしながら、それ以外の話は、私は受けておりません。

だから、多分94％はそういう形になるのではないかと思いますけれども、基本的には、今後、

今言ったように廃屋になる可能性もありますもので、それは将来的には撤去していきたいな

と考えておりますけれども、プールに関しましては、ある程度の貯水槽的な考えもあります

もので、建物は解体したとしても、プールとしての水をためるところ、やっぱりそれはいろ

んな面でこっちの本館がある関係があります。そこら辺はやって、将来的にはあの建物は解

体していきたい、今そういう考えでございます。今のところ、そういう話は私どもには一切

ありませんので、そういうように理解願いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、10番、藤井議員の一般質問を終結します。 
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  この際、午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午後 ０時０９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎発言訂正について 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員より、一般質問における一部発言の訂正の申し出があ

りましたので、発言を許可します。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） ただいま私の一般質問の中で、（一部削除）不適切発言がございま

したので、それを取り消させていただきたいと思います。よろしくお諮りください。 

○議長（飯田桂司君） 今、鈴木議員より訂正の申し出がありました。 

  お諮りします。ただいま、12番、鈴木議員より申し出がありました一般質問における一部

発言の訂正について、これを許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、鈴木議員からの一部発言の訂正に

ついて、許可することに決しました。 

  これにより、先ほど申しました議会運営委員会は開催しませんので、承知ください。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（飯田桂司君） 午前に引き続き、一般質問を行います。 

  次に、３番、栗原議員の第１問、地震の際の火災対策と災害備蓄品についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 
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（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） こんにちは。 

  今回は、２項目について通告を出させていただきました。 

  １問目は、防災についてを質問させていただきます。防災といいましても内容が広範囲に

わたりますので、今回は、電気火災と備蓄品について質問をさせていただきます。それでは、

よろしくお願いいたします。 

  １、地震の際の火災対策と災害備蓄品について。 

  地震の際の火災対策と町の災害備蓄品について、次の点を伺います。 

  １、大規模地震時の電気火災の周知についてのお考えは。 

  ２、感震ブレーカーの普及を推進すべきと考えるが、いかがか。 

  ３、災害備蓄品のさらなる拡充が必要と思われるが、どうお考えか。 

  ４、最も弱者である乳児のための液体ミルク・使い捨て哺乳瓶の備蓄品への追加を提案す

るが、いかがか。 

  ５、女性・高齢者・子供、ペットなど、家族構成によって違う家庭での備蓄品がわかりや

すく紹介されたチラシ等を作成し、配布するお考えは。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第１問、地震の際の火災対策と災害備蓄品については５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点目の大規模地震時の電気火災の周知についてのお考えは、２点目の感震ブレー

カーの普及を推進するべきと考えるが、いかがかについては、関連がありますので一括して

お答えいたします。 

  大規模地震において、ブレーカーが落ちていない状態で電気が復旧したときに起こる電気

火災については、これまで実施してきた防災講座や、自主防災会長の視察研修などで、その

危険性について周知を図っておりますが、電気火災を未然に防ぐ方法としてブレーカーを落

とすことが大事であり、感震ブレーカーの普及は必要だと考えますので、回覧等を活用し、

周知、促進を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、３点目の災害備蓄品のさらなる拡充が必要と思われるが、どうお考えか、４点目の
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最も弱者である乳児のための液体ミルク・使い捨て哺乳瓶の備蓄品への追加を提案するが、

いかがかについては、関連がありますので一括してお答えいたします。 

  備蓄品の拡充及び液体ミルク等の備蓄につきましては、多種多様への対応を考えた場合、

財政負担、備蓄倉庫の確保、長期備蓄による備品の劣化、消費・賞味期限等を考慮し、災害

協定を締結している町内商店、マックスバリュ東海などの事業所から調達する流通備蓄を基

本として考えております。 

  次に、５点目の女性・高齢者・子供・ペットなど、家族構成によって違う家庭での備蓄品

がわかりやすく紹介されたチラシを作成し、配布するお考えはについてですが、災害時に必

要な備蓄品等、各家庭における生活物資の最低限のものについては、これまで広報「ひがし

いず」、防災講座、防災訓練など、周知を図ってきているところであり、町のホームページ

の防災コーナーでも掲載させていただいております。 

  御提案の備蓄品の一覧の作成につきましては、さまざまな形態があると思われ、どの備蓄

品を最善とするかなど、多種多様への対応は難しいと考えます。 

  町といたしましては、災害発生後に必要となる最低限の生活物資等の備蓄品一覧を見てい

ただきまして、各家庭の形態に合わせて物資を追加していただくことが最善であると考えて

おりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 電気火災についてですけれども、先ほど町長の答弁のほうにありまし

たように、阪神・淡路大震災では、原因が特定された火災のうち約６割強が、この電気火災、

通電火災を含めて電気火災によるものだったということであります。地震の揺れに伴って、

使っていたストーブが倒れてしまったりですとか、使っているオーブントースターがおっこ

ちてきたりとか、いろんな形で使っている電化製品がそのまま引火して、火が出てしまうと

いう場合や、また、停電した後に、再度通電したときに、倒れた家具などで破損したコード

とかがショートを起こして、そこから出火して火災が発生してしまうといった電気火災が多

いわけでありますけれども、感震ブレーカーというのがありまして、震度５以上、その他も

ありますけれども、強い揺れを感じた場合に、自動的にブレーカーを落としてくれる、電源

を遮断してくれる装置でありまして、これは本当に必要な装置ではないかなというふうに考

えます。この電気火災による火災を防いだ場合に、何と、火災による死者を20分の１に減ら

すことができるという国の試算もあります。 
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  この感震ブレーカーなんですが、結構値段的には高くなってしまいまして、数万円かかっ

てしまいます。導入している自治体では、上限を設けて補助という形で各家庭に普及を進め

ている自治体もあるようであります。できれば自分ですぐブレーカーを落として外に逃げる

等、できればいいんですけれども、やはりすごく強い揺れの場合は、気が動転してしまった

りですとか、あと小さい子とかいたりすると、逃げるのにもう手いっぱいで、なかなかブレ

ーカーを落として逃げるというところまで意識がいかないのではないかなというふうに感じ

ます。 

  また、揺れている最中のストーブ等の転倒に関しても、その間はもう何もできないでいる

状態になりますので、やはり揺れている最中に遮断してくれるブレーカーの存在というのは、

とても大切だと思います。 

  ですので、町としても、ぜひそこら辺の補助等を考えたり、また、こういう感震ブレーカ

ーがありますよという周知を進めていただいたりですとか、また、先ほど防災講座とかで、

電気火災についてお話があるということでしたけれども、もっともっといろんな方に電気火

災のことを知っていただいて、地震が来たら元栓をとめるということは、大体どなたも御存

じだと思うんですけれども、ブレーカーを切るということはなかなか知らない方も多いと思

いますので、繰り返し、何度も何度も周知していただけたらなというふうに思います。 

  また、備蓄品ですけれども、東伊豆の防災倉庫のスペースとかいろんな問題があってとい

うことでありました。備蓄品のリストのほうを先日見せていただいたんですけれども、本当

に想像以上に種類が少なくて驚いてしまったんですが、確かにスペースも少ない。また、食

品等は入れかえをしなきゃいけないので、コストがかかってしまうという部分もありますが、

やはり食料品、また、水は絶対に必要なものだと思います。ほとんど防災資機材が多かった

です。救援用のリヤカーだったり、毛布だったり、そういうものが多かったんですけれども、

やはり生活必需品とか、食料、水というのは本当に重要なものだと思いますので、ぜひこれ

はそろえていただきたいなというふうに思います。 

  そして、液体ミルクなんですけれども、これは御存じない方も多いと思いますけれども、

今年の夏、日本でもいよいよ解禁になる見込みであります。市場に出回るのは、まだ１年、

２年先になるとは思うんですけれども、安全性についても調査が進んで、海外ではもう20年

ぐらい前から一般のスーパーマーケットでも販売している商品であります。粉ミルクを使え

ないとき、お母さんの母乳が出ないとき、お父さんに預けるとき、また、おじいちゃん、お

ばあちゃんに預けるとき、また、外出するときにこの液体ミルク、大変に便利であります。
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滅菌処理されておりますので、飲むのも乳首をつけるだけのタイプもありますし、また、き

れいな哺乳瓶に移しかえて温度を温めて与えることもできるものであります。 

  また、災害のときというのは、お湯の確保、また、衛生的にミルクをあげることができる

状態ではなかなかないと思います。ふだん母乳で育てているお母さんでも、やはり震災のシ

ョックで母乳がとまってしまうことも考えられる。大人とか、ある程度のお子さんであれば、

おなかが減っても我慢できたりとか、お菓子等で自分をごまかすこともできますけれども、

赤ちゃんにとってミルクは命綱であります。ミルクをあげないことによって生命が危険にさ

らされてしまう。それを守ってあげるために、液体ミルク、また使い捨て哺乳瓶、ぜひ、町

で備蓄にそろえていただけたらなというふうに思います。 

  つい先日なんですけれども、８日の日に東京都のほうで、イオンと提携して海外から緊急

に輸入して、液体ミルクを被災者に配るシステムづくり、システムができ上がったそうであ

ります。今も日本国内は流通していないんですけれども、インターネットの大手ショッピン

グサイトでは販売等しております。まだまだコストは高いですけれども、本当に大切なもの

だと思いますので、ぜひそろえていただけたらなというふうに思います。ふだん粉ミルクの

赤ちゃんでも、災害でごった返した混乱した避難所の中で、数時間置きにお母さんがお湯を

もらいに行ったりとか、また、哺乳瓶を衛生的に保ったりというのは、本当に大変な状況に

なると思いますので、液体ミルク、また、使い捨て哺乳瓶、ぜひまた御検討をいただけたら

なというふうに思います。 

  そして、各家庭でそろえるものが多様であり、またチラシ等を配るのは難しいということ

で、ホームページのほうにも、こういうものをそろえておいてくださいねという備蓄品リス

トみたいなものが載っておりました。これ、見たんですけれども、本当に詳しく書いてあっ

て、食品のローリングストック法なんかも書いてあって、ぜひ、皆さん、町民の方に１人で

も多くわかっていただきたいなというふうに思います。 

  なかなか食料の備蓄とか、水の備蓄といっても、別に一そろえ、荷物でそろえておいて、

結局、１年間たって賞味期限が切れて捨ててしまう。また、新しいのを補充するというのも

何となくもったいない感じもしますし、ストックを、要は多目に置いておいて、必ずいつも、

うちなんかお米は必ず10キロ、新しいものがいつもあるんです。あけると次、新しいのとい

うふうに、ローリングストックで使いながら予備を多目に置いておくという方法をとってい

るんですけれども、缶詰だったりとか、インスタント麺だったり、それぞれ家庭で準備でき

るものがあると思いますので、ここら辺はやっぱり知らせてあげること、こういう方法があ
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りますよということを知らせてあげることも大事だと思いますし、また、高齢者の場合は、

何をそろえておいていいのかわからない。本当に水とラーメンと何とかぐらいしかという感

覚の方も多いと思いますので、例えば寒い時期だったらカイロが必要、足かけの毛布が必要

とかいろいろあります。そこら辺も、１回、こういうものがありますよと教えてあげること

も大事ではないかなと思います。 

  また、備蓄品の倉庫が狭いということでしたけれども、自治体によっては津波の危険区域

の方々の備蓄品を預かっておくという方法をとっているところもあります。とりあえずまず

自分だけ逃げるということをしていただくために、非常持ち出しのものを最初から預かって

おく、そういう方法をとってもいいのではないかなというふうに思います。 

  また、マックスバリュと協定を結んで、商品が被災者に行くように町もしてあるというこ

とでしたけれども、同じように医薬品に関してもいろんな協定を結んでいただけたらなとい

うふうに思います。それぞれ飲んでいる常備薬というものがあると思います。飲まなくても

何とか大丈夫なお薬もあります。ただ、飲まないことによって著しく健康が損なわれたりと

か、場合によっては命の危険にさらされるお薬もあります。飲まなきゃ絶対にだめというお

薬もありますので、ここら辺、各自に多目にそろえておいてねと言っても、なかなか保険の

関係でそんなに多目にもらうこともできませんし、町内の賀茂薬剤師会の薬局でやっぱり協

定を結んで、多目にストックをとっていただく。ランニングストック法でやっている自治体

もあります。江戸川区なんかもそういう緊急時の協定を結んで、年間50万ぐらいか補助を出

して多くストックを置いておいていただいて、被災した場合はそこから皆さんに薬が行き届

くようにということで手配をしているようであります。 

  東伊豆町も、いざ、大災害になると、道路等、寸断されて、物資が届かないという状況も

考えられますので、できるだけ町内でこういうものが賄えるように、医薬品に関しては特に

命に直結しますので、必要なものだと思いますし、また、そこら辺を検討していただけたら

なというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、栗原議員からさまざまな提案されました。お金がかかることもあ

るし、かからないこともある。お金がかかることはちょっと検討させていただきたいと考え

ております。 

  そういう中で、感震ブレーカー、阪神のときは本当に大変話題になりました。そういう中

で、ある程度、また認識が低くなっていることも考えられます。本当に元栓を切ることは、
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皆さん既に知っておりますけれども、電気に関しましてはかなり忘れている人もいるかと思

いますから、その辺を啓蒙した中で、もし補助金をやるならやる、これはまた検討させてい

ただきたい、お金がかかることでございます。 

  その点を見た中では、うちの県では10市、一応やっているようでございますけれども、ま

た、財政のほうでいろいろ検討した中で、まず、いざ地震が起きた場合は、元栓だけではな

くて電気のほうも注意してほしいよということは啓蒙していきたいと考えています。補助金

に関してはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  次に、備蓄品の関係でございます。 

  本当にこれができれば一番いいんですが、やっぱりこのローリングストック法、これはや

っておけば本当に一番無駄がないんですが、なかなか経費出している、そういうことになっ

てしまいますもので、このローリングストックというもの、また町民に十分浸透させた中で

順調に補充していく。これをやっていけば無駄ができませんもので、それを啓蒙していきた

いと考えています。 

  この液体ミルクもまた初めて聞いて、私も実際、見たこともありませんもので、一度、取

り寄せて見てみたいなと考えています。この辺もいろんなものがあります。これも財政もか

かわってきます。まず、水のストックもまだ足りないのも感じております。そういう最小限、

これも必要でございますけれども、水のストックとかそういうことも、さらに補充できれば

と考えておりますもので、この辺はもうちょっと検討させてください。 

  それと、あといろいろこの備蓄品に関する協定、薬品とか、多分、協定を結んであると思

いますもので、その辺はまた原課から説明いたさせたいと思います。 

  あとはチラシ等の配布です。 

  やっぱりこれはなかなか本当ペットといってもいろいろありますもので、なかなかそれを

やるのは大変でございますもので、それは個人個人でやっていただきまして、ホームページ

に大変すばらしいものがあると思いますけれども、やっぱりホームページとなると、町民の

方、目にしませんもので、またその辺はちょっとどのような方法で町民に啓蒙していくか、

ちょっと検討させていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、備蓄品の中で水等のお話がありましたが、水について

は、うちの町につきましては、飲料水兼用貯水槽というのを町内10カ所設置しております。

１カ所が大体60トンのタンクになっておりますので、１人１日３リットル必要ということが
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うたわれていまして、１基で大体２万人分の水が確保できるという形になっております。 

  それと、水道施設のほうで耐震化をしておりまして、貯水槽、貯水タンクのほう、それに

ついては耐震化も進めておりますので、そういう面では、単独で水を確保するとなると、な

かなか先ほど言ったように、防災倉庫、それから期限等の問題で、その後の、今度は水をど

う処理するかという問題もありますので、うちの町としましては、飲料水兼用貯水槽で対応、

図っていきたいと思っています。 

  それから、食料品につきましても、今、県の補助金につきましては、５年あるものについ

ては補助対象、５年ないものについては町単で整備するという形になります。先ほどお話し

ありました液体ミルク等につきましては、まだどういう形になるかははっきりしていない部

分もありますので、ちょっと町で今、備蓄をするというのは難しいのかなとは考えておりま

す。 

  それから、常備医薬品の関係なんですが、これにつきましては、うちのほうで唐沢にある、

昔はセイジョーと言いましたが、今、ココカラファインという会社なんですが、そことは協

定を結んでおりまして、あと町内の薬局、薬店とも、商店の備蓄品の協定を結んでおります

ので、常備薬についてはその中で対応できるかなというふうに考えております。 

  それと、それ以外の医薬品の関係につきましては、賀茂の薬剤師会と賀茂１市５町のほう

で協定を結びまして、今、どのような体制で備蓄をしたほうがいいのか。町内に当たっては、

町内の病院、それから診療所の先生方が入った町内の災害医療連絡会というところで、どう

いう形がいいのかというのも検討しておりますので、その辺の結果を踏まえて、今後、対応

していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 水のほうは貯水池にたくさんの水があるということで、ちょっと安心

したわけではありますけれども、その近辺の地域の方はいいんですけれども、例えば、集ま

っている避難所までその水が届けられないという場合もあると思います。そこら辺も加味し

て、必要であれば最低限の水が用意できたらいいのではないのかなというふうには思います。 

  また、食料品に関しては、５年以上のものに関しては補助があるけれども、それ以下のも

のに関しては町が負担するということでありましたけれども、確かに町が負担するのは大変

かもしれませんけれども、食料は本当に必要、大事なものだと思いますので、補助がなくて
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も、町の負担でも、ぜひこれは置いていただきたいと思いますし、置く必要があるのではな

いかなというふうに思います。 

  また、やっぱり期限になったら破棄しなきゃいけないという、ちょっともったいない感じ

はあるんですけれども、早目に賞味期限が来る前に、例えば社協でやっているフードドライ

ブなんかに寄付して有効に活用していただくという方法もありますし、食料に関しては、本

当にこれはぜひ町のほうでそろえていただきたいなというふうに思います。 

  また、薬剤師、賀茂薬剤師会と協定を結んで、これから医薬品に関しても話を進めていく

ということで安心いたしました。ぜひ、早く形になって、各町で町内にある薬局に医薬品が

ストックされていけるように進めていただけたらなというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 栗原議員の、わかりますもので、できるだけそうやって、やっぱり基

本的にはローリングストックで、個人的にまずやってもらった中で、循環でやって、それで

町が足りない分はやっていく。これはそういう考えでございますもので、どれだけの貯蔵が

あるとかちょっとまた調べた中で、そのような方向でやっていきたいと思いますので、よろ

しく。 

  いざ災害が起きたら、やっぱり自分の身は自分で守るが一番の原則でございますもので、

その辺の意識をしっかりしてもらった中で、町はそれに対する補充をしていく。そういう考

えで、今後、運営していきたいと考えております。 

  やっぱり、いざ災害が起きますと、本当に町民の方、慌てますもので、なるべく慌てない

ような方法で、これから町民にそういう意識づくりをやっていきたいと思いますもので、ま

た、何かいろいろな御提案がありましたらば、また、どんどん言っていただいた中で、それ

が実現できることを検討して、これからも防災に対してやっていきたいと思います。よろし

くお願いいたしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 副町長。 

○副町長（鈴木利昌君） 食料品の備蓄のフードドライブにつきましては、私は社協におりま

したので、その辺はまた職員のほうに詳しく説明をしていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、大川小学校の跡施設利活用・備品についてを許します。 

  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） 次に、大川小学校の跡施設利活用・備品についてをお伺いいたします。 

  ３月で廃校になった大川小学校の跡施設利活用や備品について、次の点を伺います。 

  １、施設利活用に関する委員会等を設置するお考えは。 

  ２、文部科学省で進めている「みんなの廃校プロジェクト」へのエントリーを提案するが、

いかがか。 

  ３、地元で友達と過ごす安心感や心の安定を図るため、新しい環境になれるまで大川の児

童に教室を開放して、宿題をしたり遊んだりする場を設けてはいただけないか。 

  ４、備品の処分方法は。 

  ５、ものを大切にする心を育み、地域住民との思い出づくりの観点からも、備品即売会等

の開催を提案するが、いかがか。 

  以上、お願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第２問、大川小学校の跡施設利活用・備品については５点

からの質問になっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の施設利活用に関する委員会等を設置するお考えはについてですが、旧大川小学校

の施設等の利活用については、地元大川区において有効活用していただくことを最優先と考

えております。町としては、人口増加や安心・安全に資する活用を望んでおります。 

  さて、先般、大川区では、利活用について区長さんを中心に意見交換会が開催され、自由

な意見が述べられ、あわせて疑問点や不安な点も出されたことも伺っております。 

  町としましては、それら意見を集約された中で御提示いただければ、行政としてできるこ

と、区として取り組んでいただくことを協議していく中で、よりよい方策を見出していただ

けたらと思います。 

  その中で委員会等が必要ということであれば、設置についてやぶさかではありませんが、

まずは、区の皆様が話し合う場を設けていただき、多少時間をかけても意思統一をしていた

だけることを望んでおります。 

  次に、２点目の文部科学省で進めている「みんなの廃校プロジェクト」へのエントリーを

提案するが、いかがかについてですが、平成27年度より行われております賀茂地域広域連携

会議の教育に関する専門部会において、賀茂地域教育振興方針が策定され、その重点取り組
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みの一つとして、賀茂地域全体の遊休施設等のリストアップや、文部科学省サイトへ掲載す

る取り組みを行っております。 

  当町では、旧大川小学校の有効活用と事業提案を募集する目的として、文部科学省サイト

への掲載を依頼し、昨年11月より掲載されている状況です。 

  なお、この内容を確認された２つの団体より問い合わせをいただいておりますが、１点目

にてお答えしたとおり、大川区が利活用について検討中であり、町との協議の結果に基づき、

連絡する旨、回答している状況です。 

  次に、３点目の地元で友達と過ごす安心感や心の安定を図るため、新しい環境になれるま

で大川の児童に教室を開放して、宿題をしたり遊んだりする場を設けていただけないかにつ

いてですが、１点目でお答えいたしましたように、御提案が大川区の皆様の意思ということ

であれば、開設に向けて検討いたしたいと思います。 

  次に、４点目、備品の処分方法は、５点目、ものを大切にする心を育み、地域住民との思

い出づくりの観点からも備品即売会等の開催を提案するが、いかがかについては、関連があ

りますので一括でお答えいたします。 

  大川小学校で使用されていた備品等については、規定に基づき、町内の各幼稚園、小中学

校に引き継がれ、大切に使用されております。現時点において旧大川小学校に残されている

備品等につきましては、今後、全体の利活用とあわせて協議していただき、有効活用をお願

いしたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 大川小学校の跡施設利活用については、まず、大川区の希望を最優先

してということで、大変ありがたいんではありますけれども、先日、その区で話し合いがあ

ったんですけれども、区にどう使いたいかとぼんと投げられても、なかなか区としては意見

がまとまりにくい状態です。例えば、公民館として使いたいとか、子供の遊び場に使いたい

という声はありましたけれども、それでも、例えば費用の面だとか、１棟丸々なのか、教室

の一つ、二つなのか、そこら辺もよくわからない状態で、区で意見をこれと絞り込むという

のはなかなか難しいことではないかなというふうに感じました。 

  子供たち、大川の児童たちが新しい環境になれるまで開放も、区のそういう希望があれば

町で検討するということでありましたけれども、そこまで区としても検討、希望が絞り込ま

れるのかなと。ちょっとなかなかそれはないのではないかなという状況だったように感じま
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したので、これは町としてやっていただけたらなというふうに思います。 

  大川の子供たち、新しい学校に通い始めて、皆さん元気にやっているようだよという報告

もいただいていますし、また、入学式の時点でも隣の新しいお友達と仲よくしている様子な

んかを見てほっとした部分はあるんですけれども、やっぱり子供って、結構、いろんな不安

だとか、緊張というのがあっても、それを隠して明るく振る舞うというけなげな部分も持っ

ていますので、本当に新しい環境になじむまでは、ある種の緊張感だったり、不安感だった

り、また、ちょっと寂しさだったりというのは多少感じていると思うんです。放課後児童ク

ラブとまではいかないんですけれども、ぜひ、帰宅後、バスで帰ってきた後に、大川の子た

ちだけで学校にちょっと集まって、宿題をしたりとか、遊んだりとか、自由に過ごしていた

だいて、それからちょっとリフレッシュして、ほっとして、また帰宅してもらうという方法

をとってあげても、そこら辺の子供のメンタルは町として守ってあげることができたらなと

いうふうには感じますので、ここら辺は、ぜひ、区の希望を待たず、町として検討していた

だけたらなというふうに感じております。 

  また、備品についてですけれども、どこも少子化に向けて学校も縮小傾向にあります。備

品が、各必要な町内の幼稚園、小学校にといっても、やはりどこの学校も備品は大体そろっ

ておりますので、行き先が決まるものというのは限られてくると思うんです。これからの利

活用の仕方によって、また必要な物品もあるとは思うんですけれども、そこら辺が調ったら、

ぜひ、要らないものは破棄するのではなく、また即売会だったりいろんな形で、何げないも

のでも、その人にとっては思い出に残る記念のものだったりとかいうのもあるかもしれませ

んので、そこら辺はちょっと考えていただけたらなというふうに思います。 

  また、みんなの廃校プロジェクトはエントリー済みだということで、問い合わせも２件ほ

どあったということですけれども、とにかく大川区の意向がはっきりするまではということ

でありました。 

  ただ、せっかく問い合わせがあったのに、それを待ってというのはちょっともったいない

気もしますので、そこら辺は、区の意見を酌んでいただけるのも大変ありがたいんですが、

また、町としては、どうしたいのかという意見も示していただけると、区のほうもやりやす

いのではないかなというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この大川小の跡地の活用、これは基本的には、何回も言ってい

るように、区の要望の中で今やっていることが現状でございます。そういう中で町といたし
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ましては、とりあえず子育て支援、大川幼稚園の跡地、子育て支援的なもの、そしてあとは、

築城石などの文化的なもの、そしてあとは、大川の人が求めるような施設、そういうような

ことを町は考えていますよということは言っております。 

  そういう中で、大川の人に、まず予算を考えないでどういうことに使いたいか、そういう

お金のことを考えないで、まずどういうようなことに活用したいかということを言っている

つもりでございます。要するに、お金のことを考えても全然前に進めませんもので、大川区

が考えていることをどんどん町のほうに言っていった中で、大川区と町が話し合った中で、

最善の方法をやっていきたいと思いますもので、また、大川区の区長さんとか会いましたら

ば、とりあえずお金のことを考えないで、大川区がどういうようなことを要望しているか、

また伝えてほしい。これは言っていきたいと考えております。 

  そういう中で、１点、子供たちのこと、提案されました。 

  大変いいことかなと考えておりますし、また、自分自身は、教育委員会はどう考えている

かわかりませんけれども、大川の子供たちに統合してよかった点、またこういう点が違った

とか、そういうことちょっと聞いてみたいなこと考えているんですよ。そういう中で、また

こういうことも言われたならば、それはまた取り上げてやっていきたいと思いますし、やっ

ぱり大川小の子が、結構、ストレスがたまることはまず間違いないと思いますもので、そう

いうストレスを解消してやるのも町の仕事でございますから、一応、大川小から行った子供

たちに対しては、ちょっとアンケート調査を町としてはとってみたいなと考えております。

これから教育委員会と相談いたしますけれども、町といたしましては、大川小の子供たちの

様子をちょっと把握したいもので、それはちょっとやってみたいなと考えております。 

  それと、廃校プロジェクト、２点来ている中で、補助金の関係もありますので、すぐどう

かとは言いませんけれども、一応この２点に関しては、最近、大川の区のほうにお知らせし

ましたもので、またこういうことが大川区のほうですぐやればいいんじゃないのと言えば、

これはやりますが、一応、大川区に、今２個ありますというのを最近、示しましたもので、

それは大川区のほうでまた考えが出てくると考えております。 

  さらに、次の備蓄品、これは当然、全部残った中で、それは捨てるんではなくて即売、こ

れは当然、町としてもさらにお金を得るには一番でございますから、いかにして歳入を増や

すかということを考えなければならないと考えておりますもので、無駄に廃棄、捨てるとい

うことは自分の頭の中では考えておりません。できるだけお金にしたいんだという考えでご

ざいます。 
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  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 大川区のほうで、また話し合いの場が何回か持たれると思うんですけ

れども、やはり前回思ったのは、町のほう、町長なり、担当課なりが来ていただいたほうが、

いろんな案が逆に出やすいんではないかなというふうに感じました。やっぱりどう使ってい

いか本当に全くわからないという。それぞれこんなことやりたいなというのはちょっとある

んですけれども、やはり町のほうの方は来ていないのかという声もちょっとありましたので、

ぜひ来て、参加していただけたらなというふうに思います。 

  今後、熱川、稲取地区でそれぞれ小中一貫校ができて、それぞれ一つずつ学校があくわけ

ですけれども、大川がその先駆けとして、本当に地域としてはやっぱり子供の声が聞こえな

くなるというのはとても寂しい出来事なので、ぜひまたここが活力ある、地域のコミュニテ

ィー核となるような、そういう施設に生まれ変わっていただけるように、町としても配慮を

お願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 区の会合に関しましては、基本的に区長さんの中でやっている。もし、

区のほうからそういう要望がありましたら、やっぱり町としては出ていきますけれども、一

応、区のほうで十分検討していただきたいといった中で、そういう声があったというなら、

区長さんから、町のほうからもちょっと出てほしいよと、そういう要請がありましたら、そ

れは出ていきますけれども、町がちょっと率先して出ていくと、また誤解されることもあり

ましたもので、一応、区からの要望という中で町は出ていきたいと考えております。 

  そして、今言ったように、まず第一に、これから統合がどんどん出てきますもので、まず

大川小の跡地の、全くモデルケースとして町がやってきたい、そう考えておりますもので、

またいろんな御提案がありましたら言っていただければ、それは検討していきたい。そう考

えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 以上で３番、栗原議員の一般質問を終結します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、１番、笠井議員の第１問、通学路の安全確保についてを許しま

す。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 事前に通告したとおり、今回は２つのことについてお伺いをさせてい

ただきますので、御答弁のほうよろしくお願いいたします。 

  まず１点目、通学路の安全確保についてお伺いをいたします。 

  ６月に入りまして、これから雨が多くなるシーズンになります。熱川地区、稲取地区にお

いて、現在の通学路についてお伺いいたします。 

  現在、基本徒歩通学となっておりますが、町は、通学路の危険箇所の把握をどのように行

っていますか。また、危険箇所の改修や対策はどのようになっているか教えてください。 

  ２点目、４月より大川小学校が熱川小学校と統合になりました。それに伴ってスクールバ

スの運用が開始されております。現在まで２カ月ちょっとですけれども、特に問題点はない

かお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第１問、通学路の安全確保については２点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  １点目の現在、基本徒歩通学となっているが、町は通学路の危険箇所把握をどのように行

っているか。また、危険箇所の改修や対策はについてですが、園児・児童生徒が利用する通

園・通学路は、園・学校において家庭状況調査を実施し、この中で通学経路の確認を行って

おります。 

  次に、その通学路の交通安全面や防犯面など、危険箇所の把握につきましては、学校・家

庭・地域と町及び教育委員会が連携して、日常の生活や業務の中で気になった箇所を御連絡

いただき、その把握と改善に努めております。 

  これまでにも関係機関との合同による通学路の危険箇所点検や、子供たちの目線を生かし

た交通安全リーダーと語る会などの取り組みも行われており、状況把握に役立たせていただ

いております。 
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  今後も、関係する皆さんの御協力をいただき、危険箇所の把握に努めるとともに、必要に

応じ、危険箇所の土地・建物・構造物等の管理者や関係者と協議し、改修及び改善に努めて

まいりますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

  ２点目の４月より運用が開始したスクールバスについて、現在問題点はないかについてで

すが、園バス・スクールバスの運行を開始してから２カ月以上が経過しましたが、園・学校

からは、特に大きな問題は上がっていない状況です。 

  しかし、小学校では、全ての児童が朝の活動を同じタイミングで行うことができるよう、

大川地区の出発時間を５分早めるといった調整を行ったところであります。 

  今後も、学校・保護者・地域からの御意見等に基づき、課題の整理と改善に努め、充実し

たスクールバスの運行を目指したいと考えておりますので、御協力をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  危険箇所に関しては、学校と保護者ということで、地域の方々とで連携をして把握をして

おりますということでございました。 

  ただ、把握の中で、やはりしていただいているとは思いますが、改善とか改修の部分にお

いては、まだまだたくさんやるべきことがあると、私、思っております。 

  特に、片瀬、白田地区、町長も御存じのとおりだと思いますが、海岸地域の家庭の方々は、

片瀬の大川、堀切の山道を上がって熱川小学校へ行くんですけれども、大体徒歩で30分から、

低学年になれば40分、45分という時間でございます。その中で、町長も熱川地区の方なので

現状把握はされていると思いますが、かなり道幅が狭く暗く、そして岩肌、土砂が流出して

いる箇所が何カ所も見受けられます。特に大雨が降った後、片瀬の方々があそこの道路清掃

をやっていただいている状況でございます。 

  その部分において、現状、御存じのとおりだと思いますが、白田、片瀬の保護者の方々は、

雨が降った場合には徒歩では行かせていないのが現状でございます。かなり保護者の、お母

さんたちの、今でいうとスマートフォンのラインのグループで、あした雨だから車で送って

きますとかいう情報になっています。かなり子供たちの中でも、雨の日に歩いていく、また

学校の先生たちも、雨の日に少ない人数で、お迎えが来ていない子供たちを歩かせるという

のがちょっと抵抗があるようです。 

  実際の話をちょっとさせてもらうと、私の娘が小学校に入りました。私の考えからすると、
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私の時代は、雨が降っても、多少の雨で家に帰ってくるまでにぬれるだけ。ぬれるだけで、

傘を持たせていれば、親が迎えにくることということはなかったんですよね。その状況下で、

やはり雨がそこまで強くないので、私は迎えに行く必要はないと判断しました。学校から電

話がかかってきました、先生から。たまたま近くのお父さんがお迎えに来ていますと。歩い

て帰るのは２人なので、２人だけで帰らせるのもちょっと心配なので乗せましたという連絡

があります。そのぐらい保護者の方々は、雨の日、ぬれちゃいけないというのもあると思う

んですけれども、かなり危険箇所というのを気にしていらっしゃる。特に白田、片瀬、あと

は熱川地区の温泉場のほうです。距離があるところというのは、かなり皆さん、保護者の

方々が気にされています。 

  もう一つ、徒歩で行くのもよいんですが、非常に町道、至るところで白線が消えかかって

いたりとか、スクールゾーン、いたわりゾーンと書いてあるものが消えかかっております。

この辺の対策は、通学路の安全確保もそうですけれども、町民の徒歩の安全確保にもかかわ

ると思うんですが、この辺の対応もどうなっているか、もう一度教えていただきたいと思い

ます。 

  スクールバスに関しては、問題ないよということで、ちょっとほっとしておりますが、朝

の時間を５分ちょっと早くしようかなということなんですけれども、小学校児童の皆さん、

来るのがなかなか早くて、学校に行くというのがあると思いますので、こういう対応をして

いただいたのは非常にありがたいかなと思います。なので、今現状、把握ができて、手がつ

けられていないところの改善余地というのはどのように考えているか、もう一度教えていた

だければと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、先生が何か乗せてくる、それは初めて聞く。基本的には徒歩が

基本でございます。そういうな中で、どういう指導で先生がそういうふうに言ったか、ちょ

っと把握できません。 

  まず、堀切、これはもう怖いのは十分わかっております。そういう中で、二、三年前の

ＰＴＡは、もう自分から、みずから整備した中で、何とか町を煩わさないで頑張ります   

という中でやっております。これから時代として、そういう大雨になった場合は考えなけれ

ばなりません。基本的には徒歩通学というのは、自分の考えでございますし、また基本的に

はそういう考えでございます。 

  それで、徒歩通学の安全性につきましては、交通安全リーダーと語る会というのは、子供
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が入って、また有識者、いろんな警察、区長が入った中で、子供たちの見た目線から、ここ

が危ないよということの中で、一応できるものはできて、やっぱり民間の土地とかあります

もので、その辺は時間がかかりますかはわかりませんけれども、民間の人に協力してもらっ

た中で、子供たちの安全性を確保しているのが現状でございます。 

  さらに、今言ったスクールゾーンからいろいろ、一般の町民の安全性、これは町も見ます

けれども、基本的には区の要望第一の中で、今そうやっているのが現状でございます。そう

いう中で、区の要望の中で、一応ここが危ないから、この白線をやってほしいとか、そうい

う中で、町は進めている。区の要望の中で、町はそういう状況を把握、やっていることを理

解していただきたいと思います。 

  一応、そういう状況の中で、これから時代の流れの中で、子供たちがあそこを上がって本

当に危険性があったならば、当然、片瀬とかいろんな方がスクールバスのことも言ってきま

す。しかし、当初、熱川小学校と双葉幼稚園が、熱川と双葉の幼稚園が統合したときに、ス

クールバスは出さないというのも話し合いができておりますし、当然、熱川小と双葉、時代

が違うといえばそれまででございますけれども、これからそういうことも検討しなければい

けないかなと思いますけれども、今の時点では、そういうスクールバス的なものは町は考え

ておりませんけれども、大雨のときには、また違った意味で、教育委員会のほうで、それで

は、乗り合わせてやるのか。それはちょっとごめんなさい、原課のほうがわかりますもので、

その辺のことはちょっと原課のほうで説明するので。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 子供たちの登下校についての安全確保ということで御意見をいただ

いております。 

  今、町長のほうで大雨のときのスクールバスのことの話がありましたけれども、現段階で、

先ほど笠井議員さんからお話があった学校の先生からの電話については、私も把握はしてお

りませんけれども、ただ、学校に危険箇所等のことで話を聞いたときには、先ほど町長から

の答弁があったように、学校側も、特に熱川小学校は堀切の通学路、いろいろな面で、不審

者の面とか、道路の安全面とかということで心配がありますので、集団下校を定期的に行っ

ております。そのときに職員も一緒に歩いて、子供たちの意見も聞いて、危険箇所把握等は

しております。 

  それで、雨が降ったときの学校からの電話については、私は聞いてはいないんですけれど
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も、学校の日ごろの対応としては、危険が予想される場合には、御家庭のほうには、徒歩で

なくて車で送っていただくとか、そういうことも許可するというか、そういう方向も、安全

確保のために説明をしているということは聞いております。その一環として、帰りに、下校

の子供の数が、お子さんの数が少なくなられたということから心配をして、そういうような

対応、お話をしたのかなというふうに思っております。 

  それで、スクールバスの使い方については、基本、今は遠距離の子供たちの登下校に関し

てスクールバスを運行しておりますが、災害等の面でスクールバスを、災害等が心配される

ときの利用という面では、以前からも熱川中学校が、伊豆急線がとまったときに、朝、自宅

待機となったときの登校再開の時点での通学、登校というときに、まだ電車が動いていない

場合ということも以前もありました。その場合には、教育委員会のほうで車を配車したり等

して、生徒さんに学校に通学してもらうようなこともありましたので、今後、災害等が心配

されるようなとき、それから、伊豆急線が動いていなくて、登校をしなければならないよう

な、そういう場合に、スクールバスを利用する、活用するというようなことはあるのではな

いかなというふうに思います。その状況に合わせて、学校等と相談しながら考えていきたい

と思っております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  小学校からの電話の件は、一例としてちょっと御案内をさせてもらっただけなので、それ

がどうこうということはないんですけれども、やはり徒歩で行くメリットというのは、僕は

徒歩ではなくてスクールバスにしてくれという話ではなくて、徒歩は徒歩で全然メリットと

してはあります。特に中学年というか、３年生、４年生以降、高学年に近づければ、体力つ

くるという部分もあります。ただ、やはり新入学、２年生ぐらいまでの低学年というのは、

なかなか時間としても距離を歩く。スクールバスの規定というのは、基本的には４キロぐら

いということで小学校は定められていますけれども、ここに関しても、東京学芸大学の教授

が、距離だけではなくて、徒歩にかかわる時間も考慮していただくことによって、子供たち

に係るストレス軽減ができるということが、もう発表されております。 

  そこにかかわってくるとなると、実際問題、小学校の高学年とか中学生になると、時間的

には40分とか、徒歩で行ってもストレスという部分はなくなるんですけれども、これが低学
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年になれば、当然、その距離というところで、学校に着くまでにもうストレスを抱えてしま

うという事例があるということです。 

  なので、全てにおいてスクールバスを動かしていただければ、先日あった子供が誘拐され

てしまうとかいうような危険性、あとは不審者だったりとか、災害の部分というのも防げる

とは思いますが、なかなか今の現状で町がスクールバスをというのは難しいのであれば、例

えば危険箇所の回避を、もう本当に保護者の方々にしていただいて、例えば堀切に関しては、

現状でいえば岩が出ていたりとか、木の根がもうえぐれて出ているような状況です。一雨降

れば崩れてしまうような状況というのは、見て受けとめられると思います。これに関しては、

僕らが学生だった時代から状況は余り変わっていないんではないかと思います。ぱっと見た

感じですよ。なので、そこに関しても、二十数年、30年近い年数をたって、今まで事故がな

かっただけではないかなというところはあります。 

  今後、どうしても子供の数が減っていく中で、やはりお母さんたちの心配、特に時代が変

わってきて、今までは人数が多くて、集団で下校すれば安全に帰れたという部分はあります。

ただ、やはり一学年で、一地区２人とか、３人とかいう中になってくると、何かあれば１人

で帰ってこなきゃいけないとか、２人で帰ってこなきゃいけない。小学１年生２人で帰って

くるようなときに、大人が無理やりこうなったら抵抗はできない状況等々あります。また、

急に何か災害の兆候、例えば石が落ちてきているとかいった場合、なかなか低学年では判断

が厳しいと思います。なので、事前にやはり町が危険箇所というのを、保護者のほうにお伝

えをしていただいて注意を促すしかないかと思いますが、できれば大川に、白田のあたりを

毎朝、子供を送りながら行くと、ちょうど白田橋のあたりを町のバスが大川のほうへ走って

いきます。６時半ぐらいですかね。もう、白田、片瀬の子たちは、もうその時間から家を出

ています。なので、そういうところも配慮して、お金をかけてやるとかではなくて、例えば

運行時間に関してとか、学校の先生たちの時間もありますけれども、対応ができれば、やっ

ぱりリスクというのは減ってきますし、そこで子育てをしようと思うお母さんたちも増えま

す。やはりこういうところ、通学に対しての危険だったりとかいうものの心配があると、他

町村への移住というのも考えておられます。 

  ちなみに、これはちょっと東伊豆町と比較はできないんですけれども、とある住宅会社の

子育て世代へのアンケートです。 

  自宅を購入する際に、子供の通学時間において気にする時間は何分以内ですかというのが

あります。都会のやつなので本当に田舎とは違いますけれども、一番多いのは10分以内です。
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その次が15分以内。30分以上というのはもうほとんどないに等しいです。そのぐらい、やは

り都会は危険もあるのかもしれないですけれども、お母さんたちの心配はあるということで

す。 

  なので、なるべく心配のない通学路の確保、そして、今後、小中一貫になっていったりと

か、人数が少なくなってくる運用というのを見据えての学校統合、その辺に関しても、町長、

もう一度、教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず通学路、堀切。これは当時のＰＴＡ会長、それと私、教育長、歩

きました。ほとんどが民地なのもので、町もやりたいんだけれども、民地なものでなかなか

できないという中で、ＰＴＡのほうが、ここは危険だから、それじゃ、父兄さんに言ってき

ますとか、そういう連携をとっておりました。今、ＰＴＡがどういう連携をとっておるかは

わかりませんけれども、当時、堀切が危なくなったときは、ＰＴＡ会長と私と教育長、そし

て学校の先生で危険箇所を見た中で、ＰＴＡの会長さんが、これは、私がＰＴＡに言ってお

きますもので、注意してやってくださいということは言っておりましたもので、そういう周

知の仕方。 

  これも言ったように、子供が少なくなっていく中で、１番議員の言っていることも十分わ

かりますもので、小中一貫の中でまた審議していかなければならない問題ではないかなと考

えております。 

  そういう中で、私、たしか低学年、１、２年、３年まではある程度、援助して、もう３年

以上はいいよというようなふうだと、それが今度は３年以上から必ずクレームが来るんです

よ。やっぱり３年になって急にやめて、３年からまた違うと、徒歩でやってもらうと、また

いろんなクレームが来ます。やるならば、一貫した中で町はやっていきたい。そう考えてお

ります。 

  当然、通学時間も短いほうがいいに決まっております。それは、10分、15分、30分以上よ

りか、短いほどそれにこしたことはないと思いますし、そういう児童の安全性もこれから考

えていかなければならないと思います。 

  今後の課題といたしまして、白田から一応６時半ごろ、提案で出ているから、それに乗せ

たらどうかということも、そういう提案されましたけれども、これも教育現場との絡みもあ

りますもので、すぐそこは即答できませんもので、今後一応子供たちの安全性、そういう中

でうちの町は、保護者とか３人ぐらいの方が、放課後、子供たちの安全のために見回りをし



－73－ 

てくれております。本当にボランティアがやってくれておる、大変ありがたいことでござい

ますもので、そういう方たちの意見も聞きながら、やっぱり子供の安全性、これは十分注意

しなければならないと考えておりますもので、そういうふうな事故が１件でも起きないよう

な、そういうまちづくりをしていきたい。そういう中で今、１番議員からいろんなことを提

案されましたもので、これはちょっと検討させた中でやらせていただきたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） なかなかすぐには難しいところがたくさんあるのは、重々承知してお

ります。ただ、やはり何かが起きてからでは遅いです。幾らそこの通学路の危険箇所が民地

であっても、やはりそこを、現状を把握しながら対策をとらなかった町というのはどうして

も出てくると思います。事故が起きてからでは遅いです。なので、お金をかけて工事をする

ではなくて、かけないでどうやって安全確保ができるかということを、今後、学校の整備委

員会のほうとかでも一緒にあわせてやっていっていただければ、少しでもよくなるかと思い

ます。いつ起きるかというのがわかりませんし、そこの部分でやはり町民に不安を与えて子

育てをしていくというのも、やっぱり町長がいう子育てしやすいまちづくりをしていく中で

は、減らしていく一つの問題点だと思いますので、今後、御検討のほうをよろしくお願いい

たします。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは、町だけの問題でなくＰＴＡを含めた中で、さっき何回も言っ

たように、二、三年前のＰＴＡ会長、私、教育長で、現場の先生を含めた中でその安全性を

やっていきました。そういう中で、その当時のＰＴＡの方たちは、では、こういう方向でや

るから、そういうことも検討したと思いますもので、これは、我々ではなくて、学校、また

ＰＴＡを含めた中で整備委員会といいますか、それを含めた中で、子供の安全性、これをや

っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、人口減少対策についてを許します。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 
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○１番（笠井政明君） それでは、２つ目の人口減少対策についてお伺いをいたします。 

  今後も人口減少が予想されている当町において、以下の点についてお伺いをいたします。 

  １つ目、現在、当町で行っている人口減少対策を教えてください。 

  ２つ目、サテライトオフィスや企業誘致の取り組みをどのように考えているか。また、こ

れも再度教えて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（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第２問、人口減少対策については２点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  １点目の現在、当町で行っている人口減少対策はについてですが、平成28年３月に、人口

減少・超高齢化社会問題の深刻化に対し、本町が抱える地域の課題を解決し、将来の発展・

反映を図るため、まち・ひと・しごと創生人口ビジョンを策定し、設定した将来人口の目標

を達成するため、総合戦略をあわせて策定しました。その中の事業を実施し、毎年検証を行

い、次年度の事業に反映させるというサイクルを行っていることは、御案内のとおりであり

ます。総合戦略に「しごとづくり」「結婚・出産・子育て」「人の流れ・まちづくり」の３

つの基本目標を定め、人口減少対策に取り組んでおります。 

  次に、２点目のサテライトオフィスや企業誘致の取り組みはどのように考えているかにつ

いてですが、近年は通信インフラの整備が進み、町内でも光回線が敷設されましたので、

ＩＣＴ関連のオフィスの開設は可能となってまいりました。実際、山間部の町においても、

実験的にサテライトオフィスをおいて稼働を始めたケースもあります。町内に点在する空き

店舗や空き家を用いて、そのような企業を誘致することも図るべきと考えております。現在、

芝浦工業大学の学生の手により、ものづくりの拠点として改修が進んでおります東海汽船事

務所につきましても、サテライトオフィスやテレワークの視点も入れて、活用の検討をして

おります。 

  企業誘致に関しましては、当町は、地形上、平たんで広い面積の土地を確保することが困

難であること、道路網の脆弱なこと等の問題があるため、工場などの建設、物流を伴う産業

の誘致は難しいものと考えます。しかしながら、遊休施設の活用として、若者人口の増加が

見込める教育機関等を設立促進することも一つの企業誘致かと考えております。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 
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（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。 

  この問題は、いろんな議員がいろんなところでお伺いをしているところでございますけれ

ども、人口減少対策に関しては総合戦略でということなんですけれども、仕事、結婚とかい

うところがありますが、まず一つ聞きたいのは、町長のほうがどれに重きを置いて取り組ん

でいくのかということを、もう一回教えてください。 

  ２つ目、人口減少対策なんですけれども、国立社会保障・人口問題研究所が発表している

人口の未来予測を見ていただければわかるんですが、かなりな勢いで右肩下がりでございま

す。将来的には、お隣の河津町より出生平均人数が下がってくるという予測が立てられてお

ります。ここに関して、町長はこの減少をどのように食いとめていくのか教えていただけれ

ばと思います。 

  ２点目のサテライトオフィス、企業誘致に関してですけれども、町長が言うように、今や

ＩＣＴの部分に関しては、場所を問わないでできるということが当たり前になってきており

ます。ここのところで企業誘致という名前を私が出したのがあれなのかもしれないんですけ

れども、企業誘致、確かに町長の中で、工場とか物流拠点というイメージがあるかもしれな

いんですけれども、それ以外の企業の誘致という意味で、私はちょっと書いたつもりではあ

ったんですけれども、それ以外の部分というところ、企業誘致に関しては、物流云々かんぬ

んは難しいけれども、では、どんな分野だったらいいかとか、何かお考えがあれば教えてい

ただければと思います。 

  サテライトオフィス、空き家、空き店舗を使っていくという中で、サテライトオフィスが

ぽんと一つできたところで、なかなか地域に根づくというところは難しい問題かと思われま

す。その中で、私、一つ提案をさせていただきたいのは、コワーキングスペース、これの活

用に関して町長はどういうふうに考えているか、教えていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 一番力を入れているのは、３つの中の「人の流れ・まちづくり」でご

ざいます。こういう中で、移住・定住の促進、また、交流、若者の夢や挑戦を応援する。こ

れがやっぱり一番力を入れるところでございます。そういう中で、地元の人とよそから来た

人が力を合わせた中で、このまちづくりで活性化していきたい。これは再三、今回の定例会

でも、私言っているところでございまして、町の後継者と外部の方たちの、若者のそういう

促進、当然いろいろあります。これが一番の、私はあれではないかと考えております。 
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  さらにこのワーキングスペースというのはどういうことかわかりませんもので、これはま

た、再質問の中で言っていただきたい。どういうことかわかりませんもので、私、頭悪いも

ので、その辺はまた教えていただければ大変ありがたいと思います。 

  人口減少、これはやっぱりまずこの町のよさを知ってもらう。交流人口を増やすことが、

まず最初ではないかと考えております。交流人口を増やした中で、この東伊豆町のこと、よ

く知っていただきまして、そこで定住・移住、やっていきたいと考えていますし、この人口

減少、うちの町だけではございません。確かに社会保障の研究所、これは大変ショックでご

ざいます。これはうちもショックで、ほかの町も大変ショックだと思います。 

  これを回避する、まず第一、これはやっぱり政府が一極集中をここでやめない限り、地方

には来ませんよ。東京の一極集中、これをやめてもらえなければ、この地方に対する創生、

私はないと考えております。何しろ若者が、そういう中で結局どんどん東京へ行って、どん

どんこういうところがもう過疎になっていく。若者がいなくなってしまう。そういう中で、

政府が地方創生で一極集中をやめるという中で、これを実践していただきたいと考えており

ます。それでなければ、この地方創生、夢物語でありまして、絶対この人口減少、私、歯ど

めをかけないで、地方はますます過疎になっていくのではないかと考えておる中で、やっぱ

り交流人口を増やしていきたい、そう考えております。 

  そういう中で、教育機関とかそういう若者が入っていく、そういう施設、欲しいし、当然、

さっき言ったような企業といたしましては、やっぱりそういうＩＣＴ関係、そういうのがう

ちの町はないのではないかと考えております。そういう中で、アスド会館におきましても、

そういうＩＣＴ関係の、ＩＴ関係の企業を誘致しようと思いましたけれども、これはだめに

なった経過がございます。当然、工場とかそういう物流関係はうちの町はだめと言った中で、

今、光ケーブルまでできておりますもので、ＩＣＴ関係の企業誘致をやらなければいけない

と思います。 

  そして、やっぱり１社だけ来てもだめで、笠井議員が言ったように、何社も同じようなや

つが集まった中で切磋琢磨してやっていきたいと考えておりますもので、できれば空き家を

使った中でそういうこともやっていければ大変ありがたいなと感じております。そういう中

で、今、芝浦工業大生がいろいろ策も検討している中で、一つのまたいろんな中で、彼らの

アイデアを生かした中で、またこのまちづくりをやっていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 
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（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 人の流れに一番力を入れていくということなんですけれども、確かに

それが一番理想かもしれませんけれども、よさを伝えて定住を促進していくというもの、私、

今、個人的な考えですけれども、なかなかちょっと時間かかっちゃうよねというところがあ

ります。これが、減少率に歯どめがかかるというには、ちょっと時間がかかってしまうなと

いうところがあります。 

  先ほどちょっと言ったコワーキングスペースというもの、シェアオフィスとかサテライト

オフィス、ワーキングスペースですから、何かといったら、各、全然違う業者が一つの建物、

ないし一つの場所にオフィスを単独で構える。これは一番わかりやすいのは、修善寺のドッ

トツリーだと思います。 

  あそこにおいて何が起きているかということをちょっと御案内させていただくと、あそこ

においてはたくさんの企業、ＩＴ系から、カメラから、何からとたくさんあります。その中

で、顔が見える距離に皆さん、オフィスがある。そして、御存じのとおりかもしれませんが、

芝生のスペース、縁側みたいになっています。 

  ここで何が起きているか。困ったことがあると、ほかの人たちの知識が出てきて、新しい

事業が生まれています。これに関して新しい仕事が生まれています。伊豆の中でも伊豆市の、

例えば「食べる通信」なんていう雑誌が出ていたりとか、八十八ヶ所みたいなイベントの中

でも、プロのカメラマンがいたりとかで、やはり広告一つとっても、一つの力ではなくて、

たくさんの力でいいものが今でき上がっていると、私個人は思っております。 

  これが、では東伊豆町でできないのかといったら、そういう形の部分というのは、僕はで

きると思うんですよ。先ほど町長が言ったように、ＩＣＴ、ネットの環境とか、その他もろ

もろがあればできます。企業誘致というのは、東京等にある企業さんの一部分をこちらに持

ってきていただく。一部分です。例えば営業の職の人を伊豆に持ってきても仕事になりませ

んから、技術的な部分の人とか、あとは特に、海外と直接インターネットでやりとりの仕事

をしているような企業、こういう部分にターゲットを置き、そういう企業だと時間の制限も

フリーで、自分で決めて仕事をしているという仕事のスタイルというのが確立されています。

もうそういう企業さんに、町としてどんどんアピールをしていただいて、来ていただく。 

  その中で異論もあるでしょう。嫌だよと言う方もいると思います。例えば、ここに住んで

仕事をしてみたけれども合わないという人は東京の本社に戻れるとかいうふうな形をしてい

けば、よかった人はずっと残っていきますし、会社自体が、そこで一定の効果が認められれ
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ば、永年ずっとここにオフィスを置き続けていただけることができると思います。 

  非常に、定住というと、移り住んでいただいて、死ぬまでここでという感覚もあるかもし

れませんが、私から考えると、ある一定期間、例えば10年だったり15年、そのサイクルで人

の入れかわり、これも人口を減少させる一つの策だと思います。なので、ここの部分に関し

ては、非常に力を入れていただいてやっていただければと思います。 

  また、町長、先ほど国が一極集中をするから若者がいなくなるんだと言っておりましたが、

確かに東京のほうが便利で、仕事だったりとかも、やりたいという仕事があるかもしれませ

ん。ただ、やりたいと言われている仕事、今、小学生に聞けば、ユーチューバーという職業、

職業になるのかどうかわからないですけれども人気がある。また、プログラムつくったりと

か、デザインをやったりという、一見ちょっと華やかに見えそうな、パソコンを使ったよう

な仕事というのがやはり人気があります。これに関しては、東伊豆町だからできないという

ことは一つもないと思います。 

  逆に言ってしまえば、ロンドンオリンピックからオリンピック種目になるｅスポーツと言

われるもの、こういうものの学校とかも、今、都会ではできていますが、これが都会ではな

きゃいけない理由は一つもないんですよ。インターネットと場所と設備だけあれば、幾らで

も若い人たちは、そこが聖地となれば来ていただけると思います。 

  こういう部分も見据えて、やはり2020年で学校もプログラムの授業が必修になります。な

ので、早目にこういうものに関して手を打っていって、生の授業というのも、サテライトオ

フィス、こういうものができてくれば、学校に対しても企業さんが講師として出てくれて、

生の声で、東伊豆町から生まれるプログラマーが、世界的に有名になるということもできな

くはないです。 

  下田はもう少し始めていますよね。南伊豆町もサテライトオフィスを初めています。まだ

間に合うと思いますが、東伊豆町も交流人口を増やすというのもあるんですけれども、そう

いうところの一極集中、町長は若者がいなくなるのは国が悪いと言っていますけれども、町

でできることはあると思うんです。その辺に関してどのようにちょっとお考えか、もう一度

教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、私、まちづくりは即効性がそれが一番です。やっぱり10年、20

年、先を見越したまちづくりをやらなければいけないと考えております。そういう中で、こ

の人づくりは、なかなかすぐ即効、出てきませんけれども、やっぱり先を見た、10年、20年
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後のこの東伊豆町、じっくりと構えた中でまちづくりをやるのが、私は理想ではないかとい

う中で、そういうことを言わせていただきました。それは即効性があれば一番いいことでご

ざいます。 

  そういう中で、伊豆市のオフィスのことが出ました。これは熱川の若者からも以前、提案

されました。しかしながら、その場所が、うちの町、その一つのビルの中でいろんなことが

入る、その場所がなかったもので、一応断念しましたけれども、そういう考えは、もう数年

前に熱川の者からそういう話は聞いております。そして、伊豆市さんもそこで結構にぎやか

になって、そこで飯を食べたり、わいわいしながら、まちづくりをしていると聞いておりま

すもので、それは笠井議員言ったように、そこは一つのまちづくり。 

  そして、南伊豆の方がいますけれども、南伊豆にサテライトオフィスを使った、東伊豆町

出身の方がいるんですよ。私、知りませんでしたもので、その方にうちの町に来てもらいま

した。うちの町にそこの社長に来てもらいましたよ。そういう中で、うちの町とも何か連携

できないかということで話しておりますもので、やっぱりそういうことも、笠井議員と、そ

のことは当然大事なことだと考えております。 

  さらに、芝浦工大の学生が東海汽船と、とりあえず１週間に１回、そういうことをやりた

いと言っておりますし、今、芝浦工大の学生とのつながりは結構深いです。芝浦工大自体と

のつながりがありませんもので、私、今度は芝浦工大に行って学長と話し合った中で、一応

そういうこともまた考えてやっていきたいと考えております。 

  私は、東京一極集中と言ったのは、やっぱり相対的です。これが全て悪いんではなくて、

やっぱり相対的、この東京一極集中というものをなくさない限りは、やっぱり一部の若者は

ありますよ、当然そういう考えは。しかしながら、相対的にもう全て、相対的に東京一極集

中というものはどんどん言って、現に、前の副町長の子供たち３人が東京に行きたいと言っ

たことは事実ですよ。東京へ行った、それがまた帰ってくると思えば、やっぱり東京行けば、

その生活が大変便利なのでなかなか帰ってこないようになると、自分は考えておりますもの

で、東京一極、それは相対的な意味で、一部の人間はやっぱりふるさとのよさはわかってお

りますし、そういう機運もありますもので、町といたしましては、そういう企業を当然ター

ゲットとした中でまちづくりをやっていきたいと考えておりますもので、また、そういう中

で笠井議員もいろいろ意見、提案を持っておるようでございますもので、その辺はまたいろ

いろ教えていただければ大変ありがたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 町長、やっぱり即効性と言いましたけれども、当然、町長が先ほど言

ったように、交流をしていただいて、東伊豆町を気に入っていただいて、ここに定住してい

ただける人がたくさん増えれば一番いいんですけれども、ここに関しては、これをやりつつ、

ただ、ここが育つのを待ちつつだと、なかなかもう立ち行かなくなっていく現状が出てきま

す。だったら、もう先に来てもらっちゃって、よさを知ってもらって、ここから出たくない

という人を増やす。ここの部分だと思います。 

  それで、先ほど言いましたが、ある意味サイクルです。例えば、本当に30代、子育ての世

代だけでも、子育て中、例えば10年、15年だけ東伊豆町に来てくださいでも僕はいいと思い

ます。なぜなら、もう高等教育になると都会には勝てないです。なのでその間だけでも、お

父さん、東京で仕事していただいて、週末、伊豆。奥さんと子供はこちらで子育て。そうい

うニーズだったりとか、家族ごと来られるような状況、いろんなパターンを同時で、そして、

スピード速くやっていかないと、なかなかやはり出生等々も上がってこないですし、当然、

独身の方が来れば、そこで結婚とかいう形もあると思います。 

  やはり地元に残っている若い子たちが、独身の男の子、女の子というのは、地元の子たち

なので、なかなか新しい出会い、昔を知っていたりとか、誰々を知っていたりとかいう部分

で、なかなか一歩が出せないというところもあると思います。なので、逆に言うと、そうい

うふうに都会から来た若い人たちだったりとか、仕事だから来ているような人たちでも交流

ができるような場があれば、定住につながると思います。 

  なので、ずっと住んでいただいて増やしていくんではなくて、サイクル的な取り組みを、

ぜひしていただいて、町長、任期あと４年ありますので、その間に将来の人口減少の予測を

裏切るような秘策を打っていただいてしていただければと思います。 

  これで質問を終わります。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 笠井議員と考えは同じなんです。現に、この町に合同企業が職員をや

っています。この前やったので、45人の新卒、来ましたよ。そういう方はこの町に来て二、

三年したらまた出ていく、そういうようなことを聞いておりますもので、やっぱりそういう

方たちがこの町に移住できる、定住できるように。 

  私、びっくりしたのは、この新卒の方たちがもう45人、この町に来て、実際働いているん
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ですよね。そして会話をしました。やっぱりこの町はいい町だから、できるだけいたいとい

う中で、みんなが集まる場所が欲しいとか、やっぱりそういうことを言われております。実

際に来てこの町に就職した、よそからの、外部からの人45人、本当に二十二、三歳です。大

学卒業してすぐの方ですよ。そういう方たちがこの町に来て、本当にこの町はいいけれども、

遊ぶところがないです。寂しいとか。そういう方たちもこの町にできるだけ住んでもらえる

ような、こういう施策も必要だと考えておりますし、今、笠井議員が10年のスパンとして、

これも一つの考えでございます。 

  しかし、最終的には、この町が、長期的に考えた中で、やった中で、今、言った笠井議員

のやつも含める。そして今、実際来ている45から50名の新卒者の方たち、この方たちも、こ

の町の中で生活できるような環境をつくっていく。そういう中で、この人口減少の歯どめも

かけたいと考えておりますもので、また、いろんなことで提案していただければ、私は検討

していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で１番、笠井議員の一般質問を終結します。 

  ここで２時40分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時２７分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩前を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員より、一般質問で掲示板使用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、町長の政治姿勢についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 
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○１４番（山田直志君） 通告に基づきまして、まず第１問、町長の政治姿勢について伺いま

す。 

  まず、町長、３月行われました選挙の結果について、どのように受けとめていらっしゃる

でしょうか。 

  ２点目に、最近、町長、集大成という言葉をよく使われておりますけれども、何をまたど

ういう分野をどう進めようというのか。この方向が、やっぱり議員にも町民にも見えてこな

いんですが、この辺についての、まず、お考えを伺いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

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

で、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の選挙結果をどのように受けとめているかについてですが、今、こうして皆

さんの前に改めて出させていただき、１万2,300余名の東伊豆町民の代表としての責任の重

さをひしひしと感じているところでございます。 

  今回の選挙で、私の３期12年にわたる町政運営に対する一定の評価と、今後の政策の方向

性への指示を得られたものと思いますが、同時に、大変厳しい選挙となった要因として、多

選に対しまして、また、これまでの政策に対してさまざまな御批判をいただいたことも事実

であります。 

  この結果を謙虚に受けとめ、そのような意見に対し真摯に耳を傾け、初心を忘れることな

く、丁寧に対応していかなければならないと、自分自身考えるところでございます。 

  これからの４年間は、当町の発展と、行政の最終目標である住民福祉の向上に全力で取り

組んでまいる所存であります。 

  次に、２点目の集大成とよく言っているが、どの分野をどのように進めるのかについてで

すが、当町においては、人口減少及び高齢化の進行により、観光業や農業、漁業など産業全

般において、高齢化、後継者不足が深刻化しており、このような人材不足による産業の停滞

は、将来的には地域の活力低下や、さらなる人口減少にもつながります。 

  私といたしましては、地域産業を支える「人材育成・確保」については、４期目の集大成

として位置づけ、全庁を挙げて全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

  東伊豆町の未来を担う人材を育成するため、各種団体等と協働でまちづくりを進めるとと
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もに、継続して行っておるオープン町長室などを通じて、若手後継者の育成に引き続き力を

注いでまいります。 

  また、まちづくりに取り組む若い世代を積極的に支援いたしまして、さらにＵターン者の

就業支援にも取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長の今の御答弁は、全くそうですねというふうに言いたいところ

なんですけれども、でも、私は、ここにも掲示板に張り出したんですけれども、選挙の結果、

どう見るのかということで見ると、僕はちょっときついことを言わせてもらいますけれども、

町長、選挙には勝ったんです。間違いなく選挙には勝たれた。だからそこに座っていらっし

ゃるんだけれども、民意を本当に町長、捉えたかということになると、必ずしも民意を捉え

切れなかった。 

  12年前との比較でそちらに表示してありますけれども、12年前、町長、初めて当選された

ときは6,000余名の指示があった。それだけの期待の大きさがあったわけです。今回は3,500

ということですから、そこに2,500票からの減少というのは厳しく見ると、そういうことな

んではないかな。そういう点で、先ほど町長言われたように、いろんな点があると、やっぱ

り考えるべきことがあるんだということはよくわかりました。 

  ただ、私、その発言と、先ほど来、午前中の鈴木議員の質問に対する答弁等とも聞いてい

て、私、すごく思ったことは、町長の発言として私も聞いているんですけれども、町長が３

月、町内の旅館で、直売所に反対した議員は落としてやるんだと、こういう発言をされたと

いうことを聞きました。またそういうことを、町内何人かの方からも、「町長、こんなこと

言っているみたいだけれども、おまえらも大変だな」と心配される声も伺いました。やっぱ

りこれは、町長、腹の中でそう思うことは、人間いろんなことは思うことだと思うけれども、

いざ、町長となった人間が口に出していい言葉では、僕はないと思うんですよ、これは。 

  町長言われたように、町長が選挙では3,500の指示だったけれども、今やっぱり１万2,300

からの町民の生活のかじ取りをしているわけだから、そこでは先ほど鈴木議員にも言ってい

たように、やっぱり議会にも、また町民の皆さんにも、町が、どういう問題があって、どう

いうことをやろうとしているのか。本当にわかりやすく丁寧に説明をしていくというような

ことで対応していかなければ、自治は成り立たないんです、地方自治は。 

  反対意見や反対する議員がいるというのは、有害でも不必要でもなくて、それは民主主義
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においては、批判や反対意見があるというのは、むしろ健全なわけなんです。今までワンマ

ンな町長も、私、何人かつき合ってきましたけれども、選挙で今度、絶対過半数以上とって

やるというような御意見を言われる方は当然いました。しかし、反対した議員をみんな落と

してやるんだと、こういうことまで強弁された方は、私は、１人もいらっしゃらなかった。

それはどんな方でも、やっぱり民主主義の議会の中において、町政運営において、反対、ま

た批判される方々がいることを、お互いそこは尊重していたと思うんです。 

  町長がそこのところを外しちゃったら、町民や議会に丁寧な説明や、話し合いや、町民の

声を聞くんだということはすっ飛んじゃって、ただただ次の来年の町会議員の選挙に、自分

を応援してくれる新人議員をたくさん擁立すればいい。こんなことに町政の気持ちが移っち

ゃうじゃないですか。本当に必要なのはそうじゃないわけですよ。先ほどの鈴木議員のいろ

んな御提言にもあったように、町長自身がやっぱりそこのところを変わっていかないといけ

ない。だから私はこういう不適切な発言なんていうのは、議場で言われたことではないけれ

ども、公の場で町長、こういうことを言ったということについて、ぜひ、こういうものは撤

回していただいて、建前と本音がないような形で、日ごろも議会や町民の皆さんとつき合っ

ていただかないと、疑心暗鬼になっちゃって何もできないんではないかな。この点について、

町長、どうお考えですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 素直に反省するところは反省いたします。たしか選挙の後で、自分が

高揚したところがあるかわかりません。しかし、私は公の席では言っておりません。これは

プライベートの席で言った記憶はあります。公の、皆さんのいるみんなの前で、そういうこ

とを発言した記憶はございません。それは訂正させていただきたいと思います。個人的には

言った記憶はあります。しかし、公の席では言っておりません。 

  しかし、これも選挙が終わった直後で、自分の気持ちが高揚したことがあったとしても、

やっぱり言ってはいけないことであります。これは真摯に反省したいと思います。しかし、

公の席というだけは撤回してもらいたい。あくまでこれはプライベートの席で言いました。

これは間違いありません。その点は、みんなが聞いているときに公の席でそんなことを言っ

たのかというと、それは困りますもので、それは公の席では言っておりません。しかし、プ

ライベートでは言った記憶はあります。それは十分、真摯に反省していきたいと。 

  やっぱり選挙で高揚していた中で、さらに私、この直売所に対して、議会でも言いました。

命をかけてこれをやるんだということを言いました。そういう中で、やっぱりこれがアウト
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になった中で、当時、もう選挙がちょうど終わって、ちょうどなったときでございますもの

で、ちょっと気持ちが高揚した中でそう言った記憶はございますもので、これからもそのよ

うなことは言うつもりはございませんで、その点につきましては、プライベートの席だとい

たしましても反省はしておりますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ある国会議員の先生のいろんなパーティというふうに聞いています

けれども、それがプライベートか、プライベートじゃないか、公かどうかということで判断

を、そこでするのは、とにかくそういう言葉を、町長、出すこと自体がやっぱりいけないん

です。絶対、圧倒的にいけない。 

  今日、傍聴でも数多くの方いらっしゃいますけれども、やっぱりそこが僕、非常に特筆し

て違ったなと思うのは、河津の岸町長は、昨年の選挙で2,954票、得票率64.8％。有権者比

で見ても46％の票を得た。この岸町長が、今、町内の町政の懇談会等に出て盛んに言ってい

ることは、やっぱりまちづくり、オール河津でいかなきゃいけないんだと、こういうことな

んではないでしょうか。そこにおいて岸町長が言われていることは、情報を開示するととも

に、町民の皆さんのいろんな声を伺いますよと、こういう姿勢ですよね。この点が私は、町

長と岸町長の間に大きな違いがあるんではないのかな。 

  当然、河津は２年間いろんな形で町内、割れていたというような、一定のこともあるかも

しれない。でもうちの町も、そういう面では、町長の２期は無投票だったということで、町

民の意向や気持ちというのがわからない中で、町長もかじ取りはしてきたんだと思う。その

結果として、今回は３月に票という形の中で一つの結果を得て、それをスタートというもの

を、もう今４期目ということの中でやっていくわけですから、私、よくここのところ、町長

に申し上げているのは、町民への情報の提供、情報の共有化とやっぱり町民の声を聞く。そ

ういうことで、町民一丸となれるようなまちづくりの方向に進んでいただかないと、いつま

でたったって、溝をつくるようなことをしていては、町も成り立っていかないわけですから、

そこのところを、ぜひ、今後、お考えいただきたいなというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に、再三のアドバイスも、鈴木議員のときに身を引き締めた中で、

また山田議員に言われましたもので、これは再度、また気を引き締めた中で、今後４年間、
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町政運営していきたいと考えております。 

  本当に今回の選挙の結果、大変厳しい結果となりました。これは自分自身、反省した中で、

やっぱり多選批判も結構ありました。そういう中で、やっぱりまだまだ田舎の選挙だと考え

たんです。政策的にはこっちにあるけれども、いろいろと義理人情からもそっちをやるしか

ないなんてことも言われましたもので、まだまだ本当の選挙ではないなと考えております。 

  やっぱり町を真剣に考えた中でやっていく、ある程度動いた中でまたそういう声も多々聞

きましたもので、選挙となると本当にこの町を思った中で、義理人情もだめとは言えません

けれども、そうするとまだまだこの町は残っているなと感じました。そして、まだまだ地域

性もあります。最後は、稲取対熱川になる、そういう構図に持っていたような感じを受けま

すし、まだまだ何だかんだ言っても、うちの町は東伊豆、まだ田舎だなとこの選挙を通じて

感じました。 

  たった300というこの差で、本当に大変厳しいと思うので、やっぱりオール東伊豆町、言

い方おかしいけれども、朝、言われた鈴木議員のアドバイス、そして今言われた山田議員の

アドバイスを肝に銘じて、この４年間町政運営していきたいと考えておりますので、また、

何かありましたらどんどんアドバイスしていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、選挙をやった当事者なんで、今の感想的なことは町長の感想

としてそうなんだろう。 

  僕がいろいろ聞いた中では、投票率が下がった中には、申しわけないけれども、どちらの

候補者にも魅力を感じなかったとか、そういう人がいたのも事実でございました。お互いが

浸透していないというようなことも含めて。だから１万2,300余の町民、それは100％は無理

なのかもしれませんけれども、町民に向けて情報も共有して、特に、情報を共有しないと、

一つのことも違った結論になっちゃうんですよ。だから、私は開示ではなくて、情報を共有

できるというところも、町はある面、目線や膝を下げて、町民の皆さんにしっかりと問題を

出していくということがやっぱり大事だと思うし、ぜひ、そういう意味では３割の支持者で

はなくて、１万2,300というところに眼目を置いて、皆さんの大きな暮らしのかじ取りをし

っかりと担っていただきたいなと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 
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○町長（太田長八君） 今回について、また４年間、町政任された中で、やっぱり3,500のあ

れではなくて、１万2,000の町民の方たちのために、これは４年間、一生懸命働いた中で、

この東伊豆町、よりよい町にしていきたいと考えています。その情報開示にしても、午前中

も言われました。今も言われましたもので、これはそのような方向でまちづくりをやってい

きたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、買い物難民等の送迎車の運用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） ２点目の買い物難民等への送迎車の運用について。 

  これ、町長のずっと選挙公約でもあるし、ここ二、三年の間、町長もいろんな形で検討す

るということは、私だけではなくて、いろんなほかの議員の方々にも答弁されておりました。

４期目を目指して、選挙の公約にも入れて、この点をアピールされてきたのかな。逆に、そ

れは本当に、指示した方、しない方、投票行かなかった方含めて、やっぱり高齢化率がもう

40％を超えていく、後期高齢者がもう25％になるという今の状況では、非常に切実な問題に

なっているかというふうに思うんですけれども、この問題については、いつからどのように

進めるのか。やっぱり導入についてのスケジュールとか、今、お考えのことがありましたら、

明らかにしていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、買い物難民等の送迎車の運用についてですが、町

長が公約で述べられている送迎車について、いつからどのように進めるのか、導入スケジュ

ールを明らかにされたいについてお答えいたします。 

  私が、今回、町長選に臨むに当たり、これからの４年間に取り組んでいく活動について、

町民の皆様にお示しした内容の中に、安心して暮らせるまちとして、皆さんの足になる送迎

車の運用を掲げております。 

  これにつきましては、今後ますます高齢化社会に向けて買い物や通院等で、町民の足とな

る送迎車の運行を検討するということであります。この送迎車に関しては、どのような形で

進めていくのか、デマンド型やタクシーの利用などさまざまな形が考えられると思いますの
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で、検討を重ねた上で任期中に実施することを考えております。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、昨年度の６月の議会で村木議員に対する答弁、また、２月で

したけれども、当初予算の予算審議の中での答弁等々では、昨年度中に実態調査等行って、

問題解決のための計画を策定していくと、こういうことの方向が述べられております。しか

し、30年度予算の審議の中では、東伊豆・中伊豆公共交通活性化協議会での報告ということ

も触れられたんですけれども、この報告も結構分厚いものでしたけれども、見る限りにおい

ては、公共交通の問題、バスや電車の対応とかいろんなことは出てきたんですけれども、買

い物難民という視点になると、ちょっとこの部分では触れられていませんでした。昨年、そ

ういう形で議会での答弁というのがされているんですけれども、現状ではどうなっていくの

かな。 

  そこにちょっと掲示したんですけれども、今、国土交通省なんかが言われていることで考

えてみても、幾つもないんですよね。バスを使うのか、タクシーなのか、あと普通に送迎バ

スを、ＮＰＯや自治会とかいろんな団体に運用してもらうのか。方法と手段は余りないんで

すよ。選択の余地がはっきり言って余りないということがある中だというのが一つと、私、

伊東やいろんなところの交通問題見てきて思うことは、東伊豆で考えると、町内で一つで運

行するとかいう問題は、やっぱり非常に不合理でロスが大きいなと。例えば、稲取なら稲取

で運用できる、また城東地域なら城東地域で運用できるというようなパターンなんかがある

んではないのかな。それを一体誰が担うのか。町が全部、今までのような形で請け負うとい

うことも恐らく不可能なんだろうなと。京王マンションみたいに、自分たちでバスを買って

人を雇ったり、自分たちが行ってやれるようなやり方もあるわけだし、もう既に町内会で、

町からバスの提供を受けて、そういうものを運行するとかというのが、もうかなりの部分で

動きとしては広がっている。そういうことも含めて方向性を出さないと、どうもいけないん

ではないのかなというところに、もう来ているような気がします。 

  結局、バスは、稲取の中で考えたら大き過ぎて、余り細かく動けませんから、使い勝手が

悪いということになるし、タクシーはいいなと思ったんだけれども、タクシー自体も今、稲

取の駅も３台ぐらいの配車しかなくて、なかなかそういう意味ではタクシーの利用がどうな

んだろう。そう考えてみると、僕は一番下ぐらいしかないのかもしれないななんていうこと

を考えるんですけれども、町としては実態調査をした上で、どういうところを課題にしてい
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くのか。 

  町長、これもちょっと４年間の中でやればいいということでは、早々ないと思うんですよ。

議論としては、もうこの間、栗原議員にしろ、村木さんにしても、内山議員、いろんな人が

ずっとこういう問題、調査してきて、今本当に高齢化が進み、昨日もちょっとある女性の方

が、もう山田さん、私ももう70になって、今まだ車運転できるけれども、早くそんなもの考

えてもらわないと、買い物行けなくて困るよなんてこともちょっと昨日言われたんですけれ

ども、実態としてもう切実になっているんで、早目の運行ができるということが、今求めら

れているんではないかというふうに思いますが、どうですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 昨年６月と２月に何か答弁、そういう調査する。予算書見て思いまし

た。これはやっております。これは謝罪したいと思います。 

  そういう中で、今回、私もやった中でこの買い物難民とか、通院とか、切実に訴えられま

した。そういう中で、私、任期中と言いましたのは、これは早ければ早いほどいいにこした

ことはありません。ただ、公約でございますから、やるからには責任を持って言わなきゃな

りませんもので、一応、任期中にやるということを言いましたけれども、これはできれば早

急、早くやりたいことは間違いありません。そういう中でなるべくやっていく。 

  町の交通は、山田議員が言ったような中伊豆、大きな中で、一応、東伊豆町の公共交通機

関の打ち合わせ会があります。そういう中でこういうことを投げかけた中で、今言われたタ

クシーに関しましても、たしか３台しかないし、これは過疎地でなければ、そういうものを

受けられませんもので、タクシーは結構厳しいかなと考えています。まして東海バス、私は

やめた中で、ある程度、その費用を使った中で、これやっていきたいという考えもあります。

それと今、言ったように、３番の民間のあれね。 

  それで、うちの町は横に長いですから、稲取地区に一つ、熱川地区に一つ、こういう考え

に自然になってくるのでないかとは自分は考えております。そういう中で、これから老人会

でいろんな方との話の中で、やっぱりどのような方向が一番いいか。もう敬老会でも、東の

ほうの方から、やっぱり敬老会に行くにもなかなか足がないもので、マイクロ出してほしい

ようなことは言われておりますもので、今回の敬老会に関しては、そのような中でマイクロ

を活用した中でやっていきたいと考えております。 

  これはできるだけ任期中と言いましたが、できればなるべく早くやっていきます。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。 
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  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、手っ取り早くやろうと思うと、今、町に臨時やいろんな形で

運転手は４人ぐらい今いるわけで、そうすると、当然、今その基本は、小学校の、先ほどか

ら出ている送迎なんだけれども、逆にお昼の時間、あいている部分もありますよねという部

分で、ちょっとした小型の車でやるということでの実証実験的な部分だとか、いろんなこと

というのは、今すぐでもできる部分というのはあるんではないのかな。そういう中で、本当

にその需要だとか、いろんな問題点とか、当然、経費の負担の問題も、やっぱりずっと続け

るためには、そういう当然、一定の負担をしていかなきゃならない。そういうことも含めて、

ある程度、何か実証実験というのが、やろうと思うと結構できる部分というのもあるように

も、条件的に。 

  そうすれば、今ある車でもいいし、運転手のあいている時間を使うということであれば、

余計な人件費をかけない。また、そういう形で、余り大きな費用をかけないでも実態として

利用していただけるものができるのか。そういうことなんかは、ある面、今年、大川の幼稚

園、小学校の統合に関して、さらに１人運転手を雇っているということの中で考えると、４

人ぐらい、当然、町長の車の運転もあるけれども、ほかの形を含めると、人的なパワーとい

うのはある程度確保できていて、あとはやる意思とか、いろんなそういったことをいろいろ

やってみれば、ある程度できる部分もありますので、そういう面も含めて、ぜひ、またこれ

は研究していかないといけないことだと思うので、当然、安全運行ということもありますし、

費用負担の問題も当然出てきますし、持続できるような形というものはぜひお考えいただき

たい。これはたしか私が見る限りは、村木さんも同じようなことを言ってらっしゃいました

ので、これはもう立場関係ない。本当に今、切実な問題ですから、ぜひ、その点では早急な

対応をお願いしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員が言ったように、町は車を運転する、そういう方４人い

ます。やっぱりそれを頭に入れた中でも、そういう考えは言っておりますもので、その辺は、

そういうことでまた検証はしていきたいということは考える。ただ、まだアスドの事業が６

月いっぱいありますもので、そういう中で、やめたならば４人の方々があきますもので、そ

ういう中でそれはまた検討していきたいと。よろしくお願いします。 
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  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 副町長。 

○副町長（鈴木利昌君） 実は、昨年、社会福祉協議会に行ったときに、町だけなくて、町長

のほうから、社協でも何か考えてくれないかということで、そのころはデイサービスもやっ

ておりましたので、デイの送迎車が日中あくから、何かうまく使いたいなということで、職

員とも話し合いを何度か持ちました。実際に西伊豆町にも視察にも職員が行っております。 

  ただ、今、社協のほうもデイサービスやっておりません。ただ、車は残っておりますので、

現行の職員の人数ではちょっと対応は無理かと思いますが、例えばボランティアさんであっ

たり、臨時職員さんであったりを何とかできれば、その方法を、今年また検討するような形

のお話もしてありますので、何とかその辺で何か打開策ができないかなということで今検討

しております。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、温水プールの確保・建設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３問の温水プールの確保と建設についてということで、建設まで

やらんでいいかなというふうに思ったんですけれども、やっぱり必要かなというふうに思っ

ております。 

  まず１点目に、約15年に及ぶアスド会館の事業について、町としてどう評価しているのか

という点を１点お伺いしておきたいと思います。 

  ２つ目に、先ほども藤井議員からもいろいろ効果等々あったと思うんですけれども、アス

ド会館を閉じる予定ですけれども、利用可能な温水プールを確保するということはできない

かどうか。 

  ３点目に、今後、温水プールの建設を検討できないか。特に介護予防や健康増進などの視

点から、適合する補助金や交付金制度というものはないのか。 

  この３点について、まずお伺いします。 

○議長（飯田桂司君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、温水プールの確保・建設については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。 
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  １点目の15年に及ぶアスド会館プールの事業をどう評価しているのかについてですが、利

用目的が介護予防であったため、一般的な町営の遊泳プールとは性質の異なった施設で、利

用者にも制限があり、利用者の固定化が見られたが、健康づくりのシンボル的役割を果たし

た。町民への健康づくりに対する意識高揚、また、健康運動の実践に一定の効果があったと

考えております。 

  次に、２点目のアスド会館プールを閉じる予定だが、利用可能な温水プールは確保できな

いかについてですが、民間の施設などを利用できないかと検討してみましたが、教室の開催

などによる専用使用や、不特定多数の方が利用する一般的な町民への施設の開放には、既存

利用者の方の不利益や防犯の面からも理解を得られないなど問題があり、現在確保はできて

いない状況です。 

  次に、３点目の今後、温水プールの建設を検討できないか。また、介護予防や健康増進な

どの視点から、適合する補助金・交付金制度はないかについてですが、建設については、そ

の後の維持管理費などを含め、慎重に対応しなければならないと考えます。温水プールを有

した施設建設となりますと多額の費用が必要と思われます。 

  補助金や交付金制度ですが、介護予防や健康増進などの視点での費用に見合う額の補助制

度はないと考えます。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、これは先ほどの藤井議員とのやりとりを聞いていても、大い

に評価されるべき点もあるというふうに町長も理解されていると思いますし、藤井議員もお

っしゃったけれども、医療や介護、いろんな部分で、数字的に目に見えるか見えないかは別

ですけれども、本当に目に見えない効果は税額、税率にもあるのかもしれないし、今、例え

ば賀茂の中で、国民健康保険であれ、介護保険料なんかでいくと、やっぱりうちの町が安い。

ほかの理由、要因もあると私は思っていますけれども、しかし、ほかの市町村で、どうして

東が安いんだと、こういう話になったときには、やっぱりクロカンのコースやプールがあっ

て、健康づくりの教室、メニューが、河津よりも、南伊豆よりも、松崎よりも多い。これは

もう紛れもない事実で、それは担当課長さんなんかも、東はそれをやっているからというこ

とが、それはあちこちで語られる、そういう事業だと。 

  これは、今になるとお荷物になったアスド会館ですけれども、高齢化社会の到来を事前に

考えたときに、寝たきりのお年寄りを増やすんではなくて、元気なお年寄りをつくっていか
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なきゃ、これは町は大変だと、こういう一定の大きな戦略の中で、まちづくりの一つとして

大きく推進してきた。そのために、当時の茨城県大洋村等への視察をしたりしたというのも、

そういうことが一つの大きなきっかけでもあり、それをやってきた結果が、今にいって生き

ているところかなというふうには思います。 

  本当に、町長言われたように、では、代替施設があるのかという話で、私も８カ所、民間

のホテルとかリゾートマンション行って、いろいろお話もお伺いしてきましたけれども、健

康づくり課の担当も結構足を運んだりして、この間、役場の方も来られましたけれどもとい

う話も伺ったんですけれども、なかなか私どもが行っても、これは話にならないところがあ

りました。 

  しかし、感触として言えることは、いろんなプールとして屋内でのプールがあったり、い

ろんな形あるんだけれども、私が見る限りにおいては、例えば、民間のホテルのプールであ

れば、どうしても今７、８、９しかお湯入れないんですよ。もう少しそれを延ばしてもらう

ことはできるのか、できないのか。ホテルとしてもプレミアムをつける意味でもあれだし、

町がそういう形で話し合うことによって解決できるところというのは、私どもではできない

です。担当の平の職員でもできない。これはやっぱりトップの町長なり、副町長なりが行か

ないといけない。民間の事業所もそういう足がかりになれそうな余地を持っているホテルも

あるし、またリゾートマンションにおいても、非常にすばらしい施設を持っているけれども、

当然、先ほど町長が言われたように、利用者との問題がある。ただ、ある施設においては、

管理組合というよりも、社長さんなりの御意思がそこに強く働いているというところもあり

ます。 

  逆に言うと、管理組合だと、ある程度の合意を形成するというのは非常に難しいものもあ

るのかもしれませんけれども、逆に社長さんのお考えということであれば、例えば１日ない

し半日なりオープンにしていただけるというような可能性というのは残っているのかな。町

との関係においても、いろいろ参加をしてきてくれる社長さんだというふうにも聞いており

ます。そういう意味でいうと、何にも現状では、担当課の職員が動いても、私が、すみませ

んと話を聞きに行っても前進はしないんですけれども、やっぱり２カ所ぐらいは、もう一回、

町として交渉してみると、少し打開できる部分があるのではないかというふうに、私は思っ

ております。 

  ２つ目の問題で、建設について、今町長言われるように、国自身が補助金という制度を全

般的にはもう見直していますから、交付金になるんだと思うんですけれども、私が一つ考え
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るのは、アスドにこだわる必要はないのかな。アスドの一番の問題点は、白田からお湯を揚

げるという経費が莫大にかかってきたということを考えると、逆にエコセンターがあるとい

うことを考えると、やっぱり廃熱利用という形の考え方、また、周辺には敷地もあるという

ようなことの中で、私は、担当課としては、そういうアドバルーンというのか、夢を追い続

けてほしいなと。あそこでどういうものができるんだろうか。今までの健康づくり事業、健

康づくりで交付金をもらおうということになれば、今までの健康づくり事業よりも、やっぱ

りワンランクグレードも上げ、また、もう一歩、利用者を引きつけられるような健康づくり

のビジョンをどう自分たちで描いていくか、こういう問題もあるんだと思うんです。 

  やっぱりそういう中で、先進的な健康づくり、先進地になれるようなビジョンを担当課が

持ちながら、それはすぐにはできない。お金の問題もあるから、だけれども、そういうこと

を諦めずに探究していただくことが必要なんではないかなというふうに思っています。 

  せっかく町を信頼して、プールの事業だけではありませんけれども、健康づくり事業に多

くの方々が関心を持ち、参加しているその人たちの信頼を裏切るということではなく、その

期待をさらに今度、プールはなくなっても期待がさらに膨らむような、まして、後期高齢者

はうんと増えていくわけですから、役割はもっと大きなものがあるはずですから、ここのと

ころをやっぱりしっかりと町の中でやっていかないと、町長言うように、町民が健康で笑顔

あふれるまちにはなっていかないわけですから、今までの引いてきた健康づくりの取り組み

を、さらにもう一段、もう二段、グレードアップさせようと、こういう気概で、ぜひ挑戦で

きるところを兆戦していただいて、この問題に取り組んでいただきたいなというふうに思い

ます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、健康づくり課の、プールがなくてもそれ以上のものをやるんだ

という、そういう気概は持っておりますもので、議員の皆さん、町民の皆さんも理解してい

ただきたいと。 

  そして、プールに関しましては、本当に民間、なかなか厳しいところがありまして、やっ

ぱり多分、その２つが大体頭の中にありますもので、１つは、もう前からやっていたやつが

経営者が変わったという中で、アスドに来た中で、そこも再三、以前お願いしたときには、

ちょっともう無理だということを言われました。しかし、最近、まだ行っておりませんもの

で、それが町としてもアタックしてもいいのかな。もう一つのやつは、幾ら社長がオーケー

出しても、管理組合のほうもやっぱりいろんな面も出てくると思いますので、そういう面で
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粘り強くやっていきたいと。 

  しかし、今言ったエコクリーンの廃熱利用、これに関しましては、当初、エコを建てると

きに、この廃熱を利用したプールかなんかやりました。そういう中で結構、当初も金がかか

るもので断念した経緯もありますもので、この辺はちょっと厳しいかなと今、自分自身は思

っております。 

  しかし、プールを使った健康というのとさっき言った事業、これはまた陸上でも違った意

味ですばらしいところがありますもので、それは諦めず、民間のほうにアタックしていきた

いと思いますけれども、また、それにかわるすばらしい健康づくりの教室も、また原課が考

えておりますもので、また、多くの町民の方にそれに参加してだいて、また健康づくり、こ

れをやっていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、やっぱり廃熱の問題でいうと、エコの問題でいえば、何か穴

をあければ熱交換のあれはというような話をずっと聞いていますけれども、それはそれで、  

ただ、エコのところということになると、いわゆる農免農道の延長ももう一、二年であれで

す。当然、この延長が完成した暁には、これからの中山間整備事業の方向とすれば、大きい

問題でいえば、これは今度の河津のネンタ、やっぱり河津の沢田や田中のほうに抜くという

のが今までのずっと既成計画でしたから、当然、そういう問題も出てくる話ですよね。だか

ら、エコがいいのか、そういう活用の問題というのも、河津も、私も調べましたけれども、

昔の菊水を活用するんだけれども、露店なので夏場はいいけれども、やっぱり冬の事業とい

うのはメニューとして組み込めないということで、一部の利用ということにとどまっている

というような面もあります。 

  先ほども藤井議員が何回も言っておりましたけれども、今多いのが、案外、地元の人以上

に、マンションや別荘やなんかに住んでいる方の利用が本当に多いわけですね。先ほどの人

口減少問題もそうなんだけれども、ある面でのセカンドライフを東伊豆町に来ていただく上

で、整備されているクロスカントリーコースや、また体育館や、そして、こういうプール

等々ができていくことの一つのプレミア感というのは、町の一定の規模だけで考えると、そ

れはおまえぜいたくだという部分もあるのかもしれません。しかし、東伊豆町が、先ほど言

ったように、若い職員の方々が町に住み、ここで暮らしていただける。また、都会から新た
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な定住者を獲得していく上で、戦略的に見たときに、そういう問題も必要ということがある

のかもしれません。 

  そういうことなんかを総合的に町の中でも考えるんだけれども、総合的に考えていく必要

があるかもしれない。そういう魅力がある地域にどうなっていくのかということも考えてし

かるべきことなのかなというふうに思うので、確かに、私も単独で、補助金ないのにやれと

はいいませんが、しかし、いろんな枠組み、いろんな形、いろんな戦略の中で町が位置づけ

て取り組んでいくことは、やっぱり必要なことではないかなというふうに思っております。 

  町長、民間は、どうも町長が思っているところと、お名前は出しませんけれども、ちょっ

と違っているところもあります。またそれは後で話をしたいと思うんですけれども、やっぱ

り町が動いていただく以外にないというのが、私、８つのところを回ってきた率直な気持ち

で、ぜひ、そういうところで少しでも可能性があると、プールや何かの事業、また、子供た

ちの問題含めて、事業が継続、維持できるのかなというふうに思いますので、この点もぜひ、

また考えていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今のプールの件で、山田議員の思っているのをまた教えていただけれ

ば、またそれなりに町は動いていきたいと考えております。 

  そういう中で、本当にセカンドライフとしてこの町をやっていくために、こういう施設、

当然必要だと考えております。しかし、また１つとして、クリーン作戦なんかも、地元の人

が一生懸命やっているのに、分譲した方も通過するが何もやらないと、そういう声も聞こえ

てきます。大変難しい点も。セカンドライフとしてこの町を選んでくれて大変ありがたいけ

れども、やっぱりあとは、町民と分譲地とかとうまくコラボできるような、また、そういう

まちづくりをしていかなければならないと考えています。また、そういうまちづくりもセカ

ンドライフとして重要だと考えておりますもので、また、いろいろ御指導よろしくお願いい

たしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第４問、赤線・青線の管理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） 赤線・青線の管理についてお伺いいたします。 

  実際の赤線・青線の管理についてはどのように行っているのかということ、概略で結構で

す。 
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  ２点目に、こうした赤線や青線の上に建物、構造物ができたり、独占的に使用されている

ケースというのがあろうかと思いますが、これは把握されておりますでしょうか。 

  また、３点目に、こうしたところというものを売却していくということについて、町とし

てはどのようなお考えでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、赤線・青線の管理については３点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  １点目の赤線・青線の管理はどのように行っているかについてですが、平成12年に地方分

権の推進を図るため国有財産特別措置法が改正され、今まで国の財産であった赤線・青線、

いわゆる法定外公共物が、平成14年から16年にかけて町に譲与されております。これらの法

定外公共物は、国有財産譲与台帳において、図面番号と図面により管理をしております。 

  次に、２点目の赤線・青線の上に建物など構造物をつくったり、独占的に使用しているケ

ースは何カ所ぐらいあるかについてですが、昭和34年以前に建てられた住宅は、建築確認の

手続が不要であったこと、また、譲与前の法定外公共物の赤線・青線については、県が管理

を行っておりましたので、実態の把握ができていないのが現状であります。 

  次に、３点目、売却を進める考えはないかについてですが、法定外公共物は、機能を有し

ているものは売却を認めることはできませんが、つけかえの手続を行うことにより自己所有

地にすることができます。機能を有していないものは、用途を廃止するなどの事務処理を行

えば、売却は可能となります。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） いたし方ないというか、町がずっと管理ではなかったのが、急に町

の管理になった。それと、建築確認も従前は、今だともう４坪、５坪でも建築確認が必要だ

という時代だけれども、そうではなかった時代があって、入り込んでいたりするということ

が多々あります。 

  町長、私、実態の問題からすると、そういう過去の経過はわかるんだけれども、そういう

形で赤線、赤道のところに家が、建物が建っちゃったりとか、そこまで占用しているとかと

いうケースというのはあるんですよ。また、実は家が建っているんだけれども、家の下に公
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図をとると青線が通っていると。昔、田んぼだったからと、そういうことあるんですね。 

  これは、町から見ると、航空写真やなんかでも、公図や何かのすり合わせすると、こうい

うケースは出てくるんだと思うんですよ、ある程度。そうするとこういう場合、私は、利用

している人、していない人というところで見ると、非常に隣近所でもそこは不公平、不平等

な感じをお互い持っているわけですよね。どんどん利用したらいいのかという部分も含めて。

そうしますと、ここはちゃんと売却機能を有していないということで、売却できるというこ

とであれば、ぜひ、そういう方々については、売却して買っていただくということを図るこ

とが適切かなと。 

  ないし、今使っていないけれども、そこを買い取っていただくことによって個人の住宅敷

地が増えるわけですから、当然、建蔽率、いろんな形のものが変わってくる。結果としてま

ちづくりにも、実際、後ろのほうに家を建てて、そうしたら前のほうを引っ込めて、中心線

から２メートルという条件クリアするように、うちを建てたりしやすくなっているというケ

ースも中にはあるんです。 

  だから、そういう面でいくと、私は、そもそも青線の上にうちが建っているなんて、何に

も対話しないでいたら、もう、私らのうちはこの上にうち建てられませんと言っているから、

これでは、もうここには住めませんということで出ていっちゃうということにもなるんだけ

れども、まとまることによって、そこの土地が生かせる、定住化をそのまま取り組めるわけ

ですし、町としたら手間もかかるかもしれないけれども、当然、一定の価格でお買いいただ

くわけですから、少しは財源確保という部分もやっていただくということで必要性があるん

ではないのかなと。 

  奈良本のほうでは、町長、非常に土地を出していただいたけれども、名義を変えていない

というケースが結構あるんだけれども、逆に稲取の場合というのは、敷地がそもそも狭かっ

たから、青線・赤線の上に敷地が入り込むんだとか、そういうケースも少なからずあるんで

すよ。これは、土地が平らで、道をどんどん出して広げてくれと言えた城東のほうと、特に

稲取なんかの場合、そういうところなんか見受けられますので、それは財源にもなるし、僕

はまちづくりとしてもプラスの効果になってくるんではないかなというふうに思うので、こ

ういう問題もぜひ取り組んでいただく必要があるなと。 

  結果として、本当にセットバックして幅員がとれるような環境が整ったりしてくるという

ことは、全体として非常にいいことだというふうに、私思っているので、不公平をやっぱり

解消していく。なおかつ町としてはしっかり。またお買いいただかない人についていえば、
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それはもう申しわけないですけれども、占用料でお支払いしていただくということだって、

今後の問題としては、当然、町の財産ですからあろうかと思います。いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） ごめんなさい、私の認識不足で、稲取地区にこういう箇所が多いとか、

今、副町長からも聞かれましたし、ちょっと実態調査、今、公図と現調について、航空写真

をかけさせておりますもので、ちょっと調べさせていただきまして、当然、町は本当に歳入

は増やさなければいけません。少しでも歳入が増えれば、それは大変いいことでございます

もので、これはちょっと調査させていただいて、私も今、稲取地区がこういうところが大変

多いということも聞かれましたもので、それは実態調査、ちょっとさせていただきたいと思

います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 稲取が多いというのは、土地がそもそもなくて狭いというのはある

んだけれども、町長、言われるように、有名な話は赤痢があれしたというようなことで、木

管水道から始まって、衛生的なものを改善するためにいえば、堰堀川を掘り、水路を東のほ

うまで回す。いろんな形で水路を回して、結果として、今使われなくなったところなんかは、

特に田んぼや何かも含めてそういうところが、場合によってこういう敷地になっている場合

とか、ケースが多いんじゃないかな。特に水路の関係なんかは、そういうので町内ある程度、

くまなく水が回るような仕組みというのがあったようですから、そういうことに関連して青

線が残っているし、実際、使っているところもまだあるんでしょうけれども、しかし、田ん

ぼの水路だったようなところなんかは、使われずそのまま上に住宅が建っていると。 

  また、昔は道があったところが道がなくなったりとか、いろんなことというのは、先に裏

側の道が広くなったんで、ここにあった赤道は昔、子供のときは通っていたけれども、だん

だん使われなくなって、それぞれお互い家が出っ張ってきたとか、畑になっているとか、そ

ういうところというのもあるようですので、航空写真もあるし、町のほうでは調べられると

ころもあろうかと思うので、ぜひそういうこともして、町長、お金を使わせる話だけではな

くて、少しはお金を仕入れる話もしませんといけないのかな。それで、不平等の形になって

いるという点もあるものですから、そういう気持ちでぜひ取り組んでいただきたいと思いま

す。 



－100－ 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱりこれは所有者も大変すっきりすれば、もう後々、孫の代まで

しっかりするもので、これは当然そういう対応をしていきたいと考えておりますもので、そ

れはまたちょっと実際、調査させていただきたい。 

  今思うと、以前、東町だったか、何か土地の中に道路が入って、今、占有料を払っている

ようなこともちょっとふと思い出したもので、そういうところもあるのかわかりませんもの

で、それでちょっと調査させてください。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で14番、山田議員の一般質問を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３３分 

 

再開 午後 ３時３４分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩前を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、５番、西塚議員の第１問、夜間保育・休日保育の必要性につい

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） 最後ですから、ぎっちりいきましょう。 

  私の質問は、１問になっています。夜間保育・休日保育の必要性について。 

  今この町の経済を担っている旅館業では、人手不足、集客ができないと聞いていますが、

地元の人をパートで補う、夜間保育・休日保育を考え、労働力を高めたらどうか、町長にお

伺いします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第１問、夜間保育・休日保育の必要性についての、今この

町の経済を担っている旅館業では、人手不足で集客ができないと聞いているが、地元の人た

ちをパートで補うため、夜間保育・休日保育を考え、労働力を高めたらどうかについてです

が、現在、稲取保育園の基準保育時間は、月曜日から金曜日まで午前８時半から午後５時半

となっております。 

  保護者の勤務時間などにより基準保育時間では対応できない場合は、受託保育及び土曜日

の希望保育の利用が可能となっております。受託保育時間は、基準保育時間の前後１時間と

なります。 

  また、土曜日の希望保育については、午前７時半から午後５時半までとなっており、それ

以外の預かり保育等については実施していないのが現状であります。 

  今後、平成31年中に計画を策定する第２期子ども・子育て支援事業計画に伴うアンケート

調査を今年度実施予定でありますので、夜間保育や休日保育のニーズ調査も含め、検討して

まいりたいと考えておりますので、御理解を願います。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、今、旅館業が、人手不足の時間帯というのは午後５時から10時

ごろまでが、一番忙しい、人手の足りないときなんですよね。それでいて今、旅館さんは、

いわゆる高い派遣業者を頼んで、そこのところを賄っていると。そういう中で、せっかく旅

館が外貨を集めてきたのに、そのまままた外へ出ていくというようなことだと、町にとって

も非常に、何のために観光宣伝やって人を集めているのかという問題になると思うんですよ。

それだと、やっぱり町の人を使って、パートに出て、その人たちがお金をもらって稼いで、

町の中で消費する、これが経済効果につながっていくと自分は思うんです。 

  そういう中で、また、子育てという中で、若者が夫婦でアパートなんかに住んでいると、

やっぱり疲れてくると。そういう中で預かってもらって働くとか、そういう面でも、若い人

たちがこの町に残ってくれるようなことになってくるんだと思う。 

  それと、町の経済を引っ張っている旅館が本当に苦しいという中で、やっぱりそういうこ

とは、夜間保育、預かり保育というのは大切なことだと思うんですよ。そういう時間を、夜

間という、またはよそでもやっていないことを、この町は率先して、町長、やる気があるの
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か、ちょっとお聞かせください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは私の個人的な見解でございますけれども、基本的には人手不足

は聞いております。そういう中で、この時間帯が５時から10時、この時間が大変忙しい中に、

地元はできないので派遣を使っていると。せっかくこの町に落としたお金を、この派遣にや

ると、それは当然もったいない話でございますもので、それができれば、こういう施策はや

っていきたいなとは考えております。 

  しかし、私だけではなくて、いろんな問題がありますし、また旅館でも結構、昔あった保

育室とかそういうこともありますので、そういうようなことも活用もできるのか、いろいろ

考えられます。まず、今年度、このアンケート調査をとってみたいと思います。アンケート

調査をとっても、それ以前にこの町にはそういうことがあるよといえば、また、その方たち、

対応する方たちが、このまま町に就職することも考えられますもので、いずれはやらなけれ

ばならない事業ではないのかなとは自分自身、考えておりますけれども、まず、この平成31

年に計画を策定する第２期子ども・子育て支援事業の中に、そういうアンケート調査をやり

ますもので、アンケート調査をした中で、一応、その計画の中にもこういうことも入れてい

ただければ大変ありがたいなと考えておりますもので、私個人的な見解としては、この町が

存続するため、これは必要な策ではないのではないかなと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、私がこのような問題を上げるのは、ここ数年の出生数を見たと

きに、平成25年が68名、26年が57名、27年が43名、28年が43名、29年が32名。５年間で半分

になっているんですよね。そうすると、この町に幼稚園、保育園４カ所あると。そういう中

が、今、本当にそこが全部必要なのかという問題も出てくると思うんですよ。そうすると職

員のこともあるし、そういうことがあったときに、そういうもの活用を、新たにつくるんで

はなくて、そういう幼稚園とか、ものを使っていく中でやっていったらどうかなと思ってい

るんですよ。 

  それと、今、ただ預けるだけではなくて、教育、そこに預けたらしっかりした教育ができ

ると。そういうものがあるということが広まっていくと、旅館さんも従業員を集めやすくな

る。また、地域の人たちも、若者も預けて、そして仕事をする。そういう中で地域に残るよ
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うになる。これは人が自然と集まってくる、一つの理念になると思うんですよ。そういうこ

とをやっぱり考えたときに、幼稚園、そういうもののこれからの、少子化になっていく中の、

空いていく、ものの考え方を進めていかなければ私は絶対だめだと思っていますけれども、

どうでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 西塚議員と全く同感でございます。今、子供の数、今言ったようにど

んどん減少している中で、私はもうあと４年の任期の中、今度、新しい町長ができないよう

なことをやらなければならないと考えております。そういう中でやっぱり一番の問題、子供

の保育園、幼稚園。これをどのような方向でやるか、これをやらなければ本当にだめになる

と考えております。これはもう喫緊の課題でございます。 

  そういう中で、勤務状況の時間があります。例えば、幼稚園の場合は果たして５時から10

時まで働かせていいのかとか、そういう勤務時間、いろんな問題がありますし、そういう加

味した中で、この任期中にこの幼稚園、保育園のあり方、これは結論を出していきたいと考

えております。でなければ、新しい町長は大変苦労すると思いますもので、この任期中には

子供たちのことはしっかりとやっていきたい。それだけは言明していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、本当ですよ。若い人たち、子育てしているお母さんとかに聞き

ますと、給食がただになるといいだろうとか、どうなるといいだろうかと、そうではないと、

教育だと。お金払っても教育なんだと。今、子供たちに何をさせたらいいかといったら、や

っぱりよそに負けない教育。この町をもっと教育特化したらどうだと、そういうことも言う

親がいっぱいいるんですよ。だから、預かるだけではなくて、やっぱり教育面もしっかりし

てもらうと。教育長もいますけれども、そういう中で、やっぱりこの東伊豆町の子供たちは

すごいなと言われるようなことをしていくことが、自然と若者が集まってきたり、人が来る

ということが言えるんだと思いますから、ひとつよろしくお願いします。 

  これにて、私は。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、私も西塚議員と同じで、何とかこの町独特の教育をつく

ってほしいということは言われております。そういう中で、やっぱりそういう若い母親たち、
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そういうことの気持ちを考えた中でやっていきたい。 

  しかし、幼稚園と保育園の勤務体系が違うことがすごいネックでございまして、これをい

かにやるかということが今後の課題だと思いますし、言ったように、これからはどっちかの

幼稚園か保育園、どこか必ずあいてきますもので、そこを有効活用した中で、やっぱり子育

て世代の親たちがこの町に住むような、そういう施策を打っていきたいと思います。本当に

出生率がどんどん減っている中で、そういう人たちをこの町に呼び込むための、そこが施策

として必要だと考えておりますもので、西塚議員がいろいろまた御意見、提案がありました

ら、またどんどん言っていただければ、大変ありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で５番、西塚議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４５分 



－105－ 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、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30年東伊豆町議会第２回定例会２日目は成立しましたので、開会します。 

  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（飯田桂司君） 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。 

 

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

 

◎発言取消申出書について 

○議長（飯田桂司君） 昨日、12番、鈴木議員から一部発言の訂正について許可することに決

しましたが、訂正箇所の明示がされておりませんでした。一般質問の内容を再度確認した結

果、会議規則第64条の規定により、お手元に配りました発言取消申出書に記載した部分の取

り消しをしたいとの申し出がありました。 

  お諮りします。これを許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。 

  したがって、鈴木議員からの発言取り消しの申し出を許可することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第１ 一般質問 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） ６番、内山議員の第１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） おはようございます。 

  私は今日の質問は１問で、町長の政治姿勢についてお伺いいたします。 

  この件については、前々回ですか、６月の議会のほうで通告したんですけれども、選挙前

ということで、具体的な形のものをお話をされていなかったもので、もう一度改めて、選挙が

終わって町長の施政方針もできますから、もう一度確認の意味でしていきたいと思っています。 

  まず、少子化だとか人口の減少、経済の衰退によって、社会負担が増大しています。今後、

町のかじ取りを町長はどうやってやるのか伺います。 

  まず第１点目は、重点施策とその優先順位、それから具体的な項目とスケジュールについ

てはどうなのか。抽象的に施政方針の中でありますけれども、もう少し具体的なものを出し

ていただければ助かります。 

  それから２点目については、公約の中でも老人福祉の対策、それから学童も含めた学校の

対策の重点についてはどういうふうに考えているのかどうか、それについてお聞きいたしま

す。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  内山議員の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。 

  まず１点目の重点施策とその優先順位、具体的な項目とスケジュールについてですが、昨

日の行政報告でも申し述べさせていただきましたが、私の４期目の重点施策について申し上

げますと、１点目としては産業振興でありまして、稲取漁港直売所を核として、町内のにぎ
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わいを創出し、経済の活性化の起爆剤となるように支援してまいります。 

  観光の振興では、旅の満足度を高めるために、熱川しおかぜ広場、稲取文化公園、さらに

は稲取漁港周辺など、観光の核となるような施設整備に取り組んでまいります。 

  さらに商業振興では、創業支援補助金交付制度を創設し、創業を志すやる気のある方を支

援して、町内の活性化を図ってまいります。 

  ２点目といたしましては、安心して暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。各家庭

への防災情報が的確に伝えられるような戸別受信機などの配置を検討してまいります。また、

今後ますます進む高齢化社会に向けまして、買い物等、町民の足となる送迎車の運用を検討

してまいります。 

  さらに、公共施設の最適配置と事務事業を見直しまして、将来世代に負担を先送りするこ

とのない町政運営に努めます。 

  ３点目といたしましては、人材の育成で、オープン町長室などを通じまして、若手後継者

の育成に力を入れてまいります。さらに、まちづくりに取り組む若い世代の支援やＵターン

者の就業支援にも積極的に取り組んでまいります。 

  次に４点目といたしましては、子育て支援で、若い母親が集える場所の確保や財政状況を

見きわめて子育て中の財政負担を軽減すべく給食費の無料化や保育料の無料化を実施、さら

には小中学校の制服購入助成制度の創設も検討してまいります。 

  なお、優先順位及びスケジュールにつきましては、現下の大変厳しい財政環境によりまし

て、これまで以上に施策の優先度を厳しく見きわめることが必要となってまいりますので、

現段階では具体的には申し上げることはできませんが、基本的には私の任期中に取り組むこ

とを前提としておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の老人福祉対策並びに児童福祉対策の重点はについてですが、老人福祉対策

の重点事業といたしましては、生きがい活動支援通所事業などに参加していただくことで、

在宅の高齢者が家に閉じこもりがちにならないよう、仲間づくりや体調の維持管理を行い、

趣味や楽しみをもち元気で健康に過ごしていただくことが大切であると考えております。 

  児童福祉対策の重点事業につきましては、子育て支援事業として、出生児の健やかな成長

を願いまして、子宝祝金を支給しておりまして、さらに、若い世代が定住し、子供を安心し

て産み育てる環境を整備するために、チャイルドシート、またベビーカーの購入に要する経

費に対し補助金を交付しております。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 
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（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ありがとうございました。 

  私は町長がやりたいということは十分、ここに選挙公約というか、そういうものに書いて

あることを今述べた、それから施政方針の中のをかいつまんで話したんだけれども、私はこ

れはあくまで、町長の選挙公約であって、このものがまちづくりの方向として固まっている

かどうかということなんですよね。それは大きな疑問と言っては悪いんですけれども、これ

だけのものをやるにはとても財政的な形のものが追いついていかないと思うんですよ。今、

人口が減少して、町長がなったときには１万7,000ちょっとあって、現在は１万2,300程度、

そういう中で、昨日もほかの議員からも話があったけれども、出生率ももう100人を、当時

あったものが今はもう30人足らず、そういう状況ですよ。それから、経済についても、宿泊

人員等については、ここは観光が主体の町ですから、それが108万5,000人が79万5,000人。

そういう形でもう相当財政的に負担が大きくなっているようなぐあいです。 

  その場合に、やっぱり収入が減って、それから支出が、逆に住民サービスが増えているか

ら、増加しています。そういうときの予算のことはどうするかということになると、今の予

算の配分も十分見直して組み直さなければいけないし、それから一番大事なことは、無駄な

経費、あるいはむちゃなこと、無理なことというのはやらないことが大事、省く。そういう

中で考えたとき、やっぱり私は一番の重点事業ということについては、今のここで考えたと

きには、財政改革、それから行政改革ということが重点だと思うんですね。行財政改革、そ

れが今、うちの町に与えられた使命だと思うんですよ。それが今、いろんなことをちりばめ

てやるやるということの話をしても、私はそういうことを受け取ることができないんですよ

ね。だから、もう少し骨格を皆さんにわかるような形に考えていただかなければならないか

な。 

  そういう点で、まず、前にも伊豆新聞にも出ましたけれども、もううちの町の道路だとか

橋梁、それから公共施設、庁舎も含めて、あらゆるものについてはもう老朽化して、維持管

理をしていくに100億もかかる、そういうものが伊豆新聞の中でも大きく取り上げられたと

思います。それから、また別に考えると、今度はごみの焼却場。それも別に27億近くになり

ますけれども、それとあと大型の修理だとか、さらに浄水場の関係ですね。それが方法によ

っては50億のものが半分になるとかそういうことはありますけれども、そういうものがずっ

とかかってくるわけですね。あとは学校の施設、それから分団消防等についても考えていか

なきゃいけない部分が出てきたのかな。 
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  そういう中で、私が今言ったような維持管理をしていくような格好のもののスケジュール、

それをどうするのかどうか。それから、今の行政の中で無駄があるかどうか。実際には仕事

をたくさん、住民サービスが多くなって抱えていると思うんですよ。そうすると機構改革と

いうか、そういうものが必要なのかどうか。それから、その中で人員が適正なのかどうか、

課の中で。そういうことも、ほかの課は忙しいけれども、こっちは忙しくないとか、そうい

うことがあるもので、そういう考え方のもとの中で、機構改革、行政の中の業務の効率化と

いうか、そういうものも考えていかなければいけないのかな。そういうことを考えていくこ

とがまず大事ではないかなと思います。 

  それと、今度は経済の面ですけれども、町長は施政方針の中で、熱川のしおかぜ公園です

ね。こういう構想を何か大学の先生方と学生方で構想を練っていただいたということなんで

すけれども、それから熱川だけではなくて稲取の文化公園ですね。それからもう一つは、今

の漁協のところの販売所、それが経済の主力だということを言っていますけれども、私は、

そういうことについては行政は方向だけ出して、あとやることは民間がやることですからね。

あくまで行政はそういうもののフォローをする、そういう基本的な立場を考えていただいた

らいかがかと思うんですよ。 

  だから、今度のあれが漁協が主体になってやる形になりましたから、それは問題ないと思

います。だけれども、それを率先して行政が自分の名前で主催してやるような格好でなくて、

同じようにしおかぜ広場についても文化公園についても、私はそういうことで考えていかな

いと、この構想だと、熱川のしおかぜ公園に行政がいろんなものを建物を建てて、これは町

だけではなくて県、国の補助金があるかもしれません。あるいは文化公園についても同じよ

うな形で、ハードのものを箱物をつくっていくような形。そういうものが果たして私いかが

かなと思うんですよ。それはあくまでもしおかぜ公園は避難の場所であって、それから今、

十分何年か更地にしておいて、イベントだとかそういうものをやっていきながら地元の人達

がどういうものを考えていくかというようなことを十分やらせればいいと思うし、文化公園

についても同じように、今、雛のつるしの関係がありますけれども、雛がもう成熟したお祭

りではないんですよね。そういう中でまた改めて雛のものを中心にした箱物をつくるなんて

いうことは、私はちょっとおかしいなと、そういうふうに考えています。 

  だから、どんつく祭についても同じように成熟から衰退期にいったから、もうやめましょ

うということを同じように、雛のお祭りは維持していくことを考えていくであって、今のも

のをまた新しくべらぼうに大きいものをつくって、あんなああだこうなんてやる必要なんて
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ないと思うんですよ。 

  そういうことの中で、あくまでも行政の立場ということの経済については、そういうもの

の理解をしておいていただいて、それに対して支援をね、補助金で支援していくのか、ある

いはイベント等の人間を人員で出していくのか。そういう考え方のもとでいくことが必要な

のかな、そういうふうに考えています。それからあと、同じように民生についても、民生だ

とか医療、衛生についても、あるいは学校の教育だとか社会教育、それから消防等について

も同じことが言えるかと思うんですよね。 

  だから、とりあえず１点目の今の重点の事業の関係については、そういう観点でもう一度

考えることができるかどうかということを教えていただきたいと思っています。 

  それとあと、その２番目の老人福祉の対策等については、ここに送迎車の関係については

昨日、山田議員がお話しされたから、十分わかりました。それから、昨日も問題になったよ

うにアスド会館のプールがなくなりましたからね、その関係も二方の議員がお話ししまして、

実際私もあれが十分な効果というか、国保税も減額されていますし、値上げもしませんでし

たし、介護の関係も値上げはありません。そういうことで、担当の職員についても、私はい

つもよくいろんなメニューでやってくれてありがとうというような話はいつもしています。

十分効果があると思うんですね。 

  だから、その関係の引き続きそのリハビリの関係なんかでできる形のものが昨日も求めら

れていたんですけれども、私はもしあれだったら、熱川の温泉病院のあたりに、リハビリ専

門のところですから、熱川の温泉病院あたりに温泉プールなんかをつくるような形ができな

いかどうか、そういうことを一度、町として、昨日はほかの議員さんだとか担当の職員がほ

かのところに行って、いろいろできるかどうかということをお話しして回ったそうですけれ

ども、リハビリ専門のような熱川の温泉病院あたりに、プールのことの効用がいいからどう

でしょうかということの投げかけをして、そういうこともやってもらう形はどうかなんてい

うことも考えています。 

  それから、１つはそれで、児童の福祉等については、給食費の無料化だとか保育料の無料

化について述べてありますけれども、それから小中学校の制服だとか、購入の制度、助成の

制度を創設していくというようなことですけれども、実際今まで500円だけで給食費をやっ

てきて、それが現在幾ら、小学校の１年生から中学生まであって、それが今現在幾らかかっ

ているのか、それで今度もし全額を負担するとすれば、それが幾らになるかどうか、その辺

についてまた教えてもらいたいと思います。 
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  同じように保育料についても無料化した場合については、実際にどの程度のものができて

いるのか。今日、担当の資料がなければまたあれですけれども、もしわかる範囲で、大体お

およそ幾らということがわかればいいです。同じように小中学校の制服等について、どの程

度の助成を考えているのかどうか。それで、いつまでやっていくのか。町長は任期中という

ことの話をしていましたけれども、実際にこのことが任期中できるのかどうかな。前回の18

年の選挙のとき無料化をやると言っていたんだけれども、実際には12年間、実際にできなか

ったわけですから。それが本当にこれは選挙のためにやったような形のものであることだけ

では、やっぱり問題があると思うんですよ。 

  だから、その辺について、実際のそのもの、今の財政を考えたときのものを考えたときど

うなるかどうか、それも含めて、今もう一度言いますけれども、給食費の現況の負担額と、

それから完全に実施した場合に幾らかかるのか、保育料についてはどうなのか、小中学校の

制服についてどうか、それからもう１点、一番初めのものに戻りますけれども、今の町の財

政基金、まず基金が幾らあるのかどうか。財政基金が幾らあるのか。それと使い道がはっき

りしない部分がありますけれども、ふるさと納税の財源が幾らあるのかどうか、その辺につ

いてもお聞かせ願えれば助かります。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず選挙公約の関係でございます。本当に壇上でも言いました、この

財政状況大変厳しいのは、この任期中。これ本当に、何年にできると言えば一番いいんです

けれども、財政状況を見ながらこれをやっていかなければならないもので、今そういうこと

を言っています。 

  その点、一番はやっぱり財政が大変厳しいのを今言っていただきました。昨日も言ったよ

うに歳出の削減もそうですけれども、いかにして町が歳入を得るか、これも検討していかな

ければならないと考えております。歳出の削減はもちろんそうですが、町といたしましても

間接的には町民の所得が上がって、そして町の税が上がる。やっぱりそういう町が歳入を上

げる方法、１回広告もやりましたが、その広告に関しては、私は町の収入を得るためにやっ

ています。これはちょっと企業さんがなかった、断念した記憶がありましたもので、また議

員さんのほうからいろいろ町が歳入を得る方法が、こういう方法があるよとまた提案してい

ただければ、また大変ありがたいと思いますし、一応、町もその歳入を上げる方向でまちづ

くりをやっております。歳出の削減はもう当然でございます。 

  その中で、今回一番私が言ったのは、集大成として、人づくりというところに力を入れて
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いきたいと考えております。この人づくりに対しては、余りお金はかかりません。これは基

本的には人材の育成でございますから。そういう中で、後継者とか外部の人たちとがコラボ

した中でこのまちづくりをやっていけば東伊豆町はよくなるのではないかと考えております

ので、この４年間のうちの集大成という中で人材育成、考えております。 

  その中でいろいろ言われました、あと町の行財政改革、これはもうやっているつもりでご

ざいます。そういう中で、実際問題定員もまだ少ないようなと思います。さらに原課の忙し

いところ、結構あると、手があいているところ、これは当然そういうところが出てきますけ

れども、やっぱりそうなると大差しております。それは職員の方々もいろんなところへ行き

ますから、その職場のあった中で力を出していただきたいと考えております。これを全部平

均に持っていくということは、この今の現状の中では大変厳しいと考えています。 

  その中で機構改革ということも言われました。そういう状況になれば機構改革も当然やっ

ていかなければならないと考えております。現在の中で、忙しいか忙しくないかということ、

これを平均化することはなかなか難しいもので、その辺も議会の議員の皆さんに理解してい

ただきたいと考えております。 

  さらに、今、熱川のしおかぜ広場と文化公園とこの直売所です。町は事業主体の考えは一

切ございません。たまたま直売所に関しましては、一応、町が事業主体となって、これは後

世の維持管理も一切かからないような方向の中で町が事業主体となっただけでありまして、

基本的には町が事業主体となることは、これからはないと考えて結構でございます。町の事

業といたしましても、この熱川のしおかぜ広場、また文化公園に関しても、今度は直売所も

そうです。町が事業主体となることは一切考えておりません。やっぱり内山議員が言ったよ

うに民間、そういうところが主体になって、町はフォローするという形、これが基本でござ

います。ただ、この直売所に関しては今現在そういう状況にあるもので、維持管理もかから

ないもので、事業主体となって町がおろしたんですが、そういう中で今、漁協さんが民間で

やってもらっていただいております。基本的にはもう事業主体に町はならない、これだけは

理解していただきたいと考えております。 

  １点目はそれでいいかな。 

  ２点目に関しましては、やっぱり温泉病院、これに関しても投げかけてみますが、多分厳

しいのではないかなとは考えております、敷地の問題とかいろんな面の中で。 

  そしてあとは、公約で言った給食の無料化、そして保育料の無料化、そして助成ですか、

制服の。その中で保育料の無料化、これは国がやれば、当然、町もこれはやらなきゃならな
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い、そう考えております。保育料に関しましては国の動向に従った中で町はやっていくと考

えておりますし、国が当然やれば、町はやらなきゃならない。その中で国がやらなければ、

それは当然ある程度、この任期中にそれはやっていきたいと考えて、その辺どのぐらいかか

るということは、この試算は今のところ、できていなければまた後でと思います。 

  給食無料化です。今だんだん子供数が減っております。その中でちょっと幾らかかってい

るか、また総務課のほうから説明いたさせます。 

  制服に関しては、一応とりあえず父兄の多いのは小中学校に入学するときにということを

言われておりますし、下田なんかは１人当たり３万ぐらいで考えているのかな。だから、と

りあえずは上限３万ぐらいと考えておりますけれども、これはまだ自分の構想の中で、これ

から練っていかなければならないと考えております。だから、時期的には大変厳しい状況で

ございますけれども、いつまでにやるということはちょっと明言できませんけれども、一応

そういうことを目指した中で、とりあえず創設と言っていますが、制服に関しましては創設

は検討していきたいということで、この財政が厳しいからちょっと断念するかわかりません

けれども。給食費の無料化と保育所の無料化、これはもう実施するとはっきり言っておりま

すもので、この辺は私の任期中にはやっていきたい、そう考えております。 

  何回も言っているように、このふるさと納税ができたおかげで、たしか最初やったときに

はある程度財政ができるからと無料化と言いましたけれども、それからだんだん財政が厳し

くなってきておるもので、そういう中でふるさと納税というものができてきましたもので、

一応選挙期間中でも、そのふるさと納税を使った中で給食費の無料化をやりたい、そういう

ことを言ったもんで、これは任期中にはやっていきたい、そう考えております。 

  あとは、原課のほうで御説明いたします。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） それでは初めに給食費の関係ですけれども、当初予算ベースで１

人当たり500円の補助を出させていただいておりまして、小中学校の児童生徒の給食費の補

助金は年間で366万3,000円でございます。それで、町長の公約の給食費の無料ということで、

小中学校の児童生徒に対しまして無料ということで、およそ3,000万円というふうに試算を

しております。 

  それから、続きまして、財政調整基金とふるさと納税の基金の残高でございますけれども、

初めに財政調整基金につきましては、今回の３号補正後の残高、これにつきまして４億

1,000万ということで、あと６月13日に平成29年度の決算剰余金を積み立て、１億9,000万円
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を積み立てて措置しておりますので、合計で６億44万8,000円でございます。 

  続いてふるさと納税の基金の残高ですけれども、予算ベースで２億9,100万というふうに

なっております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 保育料の無料化に関しまして、平成30年度の当初予算ベー

スで保護者が負担する費用におきましては、保育所保育料負担金、保育ママ事業保育料負担

金、また小規模保育所保育料負担金、広域受託児童保育ママ運営負担金、こういった費用を

合算しまして約2,500万円ほどが30年度の当初予算ベースで保護者が負担する費用と計上さ

れていますので、御理解をお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ありがとうございます。 

  町長のほうで、今、行政の、私が言うのもおこがましかったんですけれども、行政のあり

方というか、やっぱり民間がやるべきことはやる。それから行政が支援、応援しなきゃいけ

ないというようなことのわきまえをちゃんとしたことがまず第一だし、そういう中で、先ほ

ど言った道路だとか橋だとか、あるいは公共施設については、今後公共施設の総合管理計画

というか、そういうものでやっていただいて、具体的なスケジュールができてくると思うん

ですね。それで私は理解いたしました。 

  もう１点、ここの中では、今まで余り触れてこなかったことがあったかもわかりませんけ

れども、分団の、消防ですね。若い人たちが少なくなって、実際に各地区に消防団がありま

して、その皆さんが若い人が運営しているんですけれども、実際には例えばそこの分団に消

防車が１台１台あるわけですね。そういうことの管理。それから、実際に消防が火災があっ

たり何か事故があったりしたら出動したときに、いや、ポンプ車、消防車はあるけれども、

実際にそこまで運転ができないとかといった、そういうこともあることも聞いております。

そういう意味では、私も担当委員会で消防の出初なんかへ出たりすると、分団消防が10台も

あるような形ですかね。そうすると、あれ１台1,500万もかかるわけですよ。そうすると、

今の消防の人員の中だとなかなか運営することも、それから管理することも大変ですから。

できれば今、東と西町あたりの分団については一緒になるかなというような話も若い人たち
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がそういう気持ちになって、一緒になろうかなというようなこともあります。 

  そういう意味では、そういうことを消防の担当も防災課がありますから、十分把握してい

ただいて、とりあえず東、西は分団消防が合併して、そういう維持管理だとか、あるいは消

防車の費用の必要がなくなる。それが例えば半分になれば、維持管理だとか、それからそう

いうものも少なくなってくると思うんですね、お金もかかってこない。逆に私は今皆さんが

働いているわけですから、消防に出動したときだとか、あるいはそういうときのものに大き

くお金を費やして、ハードのもの、消防車だとかそういうものについてはできるだけ少なく

して、できれば稲取地区も将来的には、今の常設消防の横あたりの敷地に分団の基地をつく

って、それで今火災になったとしても、自分の車で、昔みたいに歩いてくるようなことはあ

りません。そういうことについては合理的に考えれば、車で来るということになれば、駐車

場が広くあるところに分団の拠点をつくっていくようなことまで含めて、将来的に考えてい

けるような形にお願いしたらどうかな。同じように城東地区についても奈良本あたりに中心

にしてやっていくような方向立てをだんだん考えてみたらどうかな。 

  それから、何度も言っているように庁舎の関係のものについても、一つのところに集める

というかね、ここの場所に集めるとか、そういうことも含めて検討していただいて、ほかに

いろんなところに分署があるとか、そういうものについては、できるだけ少なくして、一つ

のところへ集中して入れるような形のものを考えて、行政もコンパクトな格好に、まちづく

りも含めてコンパクトな格好にしていくことを考えていただければと思います。 

  それとあと、経済のまた話になりますけれども、そこの中で、私先ほど言ったように、何

でもかんでも率先して方向を出すことはいいんだけれども、箱物を建てたりそういうものを

やるということについてはどうかな。市場経済の中ですから、民間がやりたい格好のことを

どうフォローするかということに徹底していく。昨日もあったけれども、ホテルの従業員さ

んのものが不足していれば、観光なら観光の問題点をちゃんと見て、それに対して行政とし

てどういう支援ができるか。それについては、例えば人を雇うときに給料を町がある程度負

担してやるとか、これは一つの話ですよ。あるいは住居を提供してやるのか、食事だとかも

提供してやるような格好で人手不足を解消して、その働く人たちがまたそこの中で勤めても

らえれば、また固定資産税だとか、あるいは町県民税とかそういうものを納めてくれるよう

な形になってくる。 

  あるいは、これも経済と介護になりますけれども、例えば介護施設に人手がないわけです

よ。そういうところに今言ったような形を、就業する人たちに住宅を提供するとか、あるい
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は給料をやるのか、あるいは食事を提供するかとか、そういうことも含めていろいろ考えて

みて、何が一番いいのかどうか。そういうことのフォローの仕方をやって、経済についても、

それから問題があることについて、例えば介護だとかそういうものについてのものを考えて

いただくようなことになっていければいいのかなと、そういうふうには思っております。 

  それから今、先ほどのプール等の関係については、一応投げかけをして、実際に可能かど

うかはわかりませんけれども、私は、リハビリの専門の病院ですから、そういうことを投げ

かけて、町がそれ相当の協力をしていく形であれば、考えていただくことができるのかな、

そういうふうに思っております。 

  それと、同じように老人だとかの福祉については、いつも介護施設の充実ということで町

長書いてありますけれども、この中身がどうかというようなことについては、私は毎回、年

金で入れるような介護施設を町が中心になって、民間の施設でも建てるか、あるいは町が安

くして建てるのかどうかわかりませんけれども、南伊豆あたりも一つのモデル的なものがあ

りますから、そういうものを考えていったらどうかということで、それは３年後にですね、

前回のときは３年後ということは、あと２年たったら介護保険料等のまた検討が入るから、

そのとき考えますということであれば、そういうものをはっきり町長、打ち出してもらって、

これについてはもう少し踏み込んだ形の中で検討するのではなくて、３年たったらまた介護

保険がこれだけ上がるけれども、こういうものをつくっていいかどうかということを提案す

るぐらいまで含めて、町長のほうで考えていただければと思っています。 

  それと、もう１点は先ほど、昨日ですか、健康のマイレージ事業ですか、参加した方にポ

イントを与えていろいろ地元のところで買い物をできるとか、いろんなほかのこともサービ

スもできるようなことの制度があります。もし今プールのなくなった対案として考えられて

いったらどうかということは、本当に介護的なことはわからないのだけれども、ラジオ体操

ね、各いろんな書物を読んだり、あるいはいろんなものを聞くと、ラジオ体操というような

ことも相当健康の増進にはいい。あるいは散歩をすることがいいというようなことがありま

す。それで、現在今、健康づくり課のほうでやってくれているゴルフ場の散策して、それで

朝の食事をするような形についても相当人気もあるということもあります。そういうことに

一つは誘導していくというか、そういうことも一つの手かなと思っています。 

  だから、それも健康のマイレージ事業をあわせて、そういうところに参加したら同じよう

にポイントを与えるような形をして、また地域の商店だとかそういうもので買い物できたり、

あるいはお茶が飲めたりするような形も考えていけばちょっと違ってくるのかな、そういう
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ことが１つ。 

  それから、プールについても海浜プールがね、稲取の場合なんかは海浜プールが７月20日

ごろにあけますけれども、そういうのをちょっと早い時間に対象者、夏のときかわかりませ

んけれども、夏のときに今の対象者について考えてあげるようなことはできないかどうか、

その辺のことをお伺いします。 

  あとは、学童の関係については、予算的なことについても給食を全体的でやると１年間に

3,000万かかるということです。それから保育料については2,500万、そうすると合計で

5,500万もお金が毎年かかるということは、これは今は、皆さんに数字をお話ししたときで、

できるかできないかということについては一目瞭然で、申しわけないけれども、これを来年

からやりますと言ったって、誰もこれはちょっと信頼ができないというかね。だから、町長、

私は別に隠し事は要らないと思うんですよ。これだけのお金がかかるから、これまで、私も

実はこういう格好でやりますよということをはっきりそれを示してもらう形があれば、これ

を全部できるなんていったら、今言った、町の先ほど財政基金も聞きましたけれども、全体

で６億足らず。それから財源にしようとしているふるさと納税にしたって２億9,000万です

から。そのお金が、これを全部やったら任期中にすぐなくなっちゃいます。だから、そうい

う意味で考えたときには、やはり町長、そこまで打ち出した以上は段階的にやっていくにし

ても、とりあえず半分にするとかそういうことは、こうやりますよということの話を力強く

言っていただければ、また実際に選挙にお話ししするときも、皆さんも安心すると思います。 

  それで、制服等についても３万円ということで、これは実際に町長が言ったように、もう

子供さんが少ないから、やろうと思えばできないことではないと思うんですよ。できれば、

こういうものをできることから早くに始めていくような形のものを考えていただいたらどう

かと思います。 

  それとあと、町長が言うように、私も人づくりということは本当に一番大切だと思います。

それについてのお金は、やっぱりそれは無制限にということはありませんけれども、重立っ

た形で重点事業としてほかのものを削っても、また事業収益的なことも内部的にやっていた

だいて、事業収益を内部でやって、それでそれの無駄だとか、あるいは省いたような格好の

ものを重点的な事業に振り回していくような形ができればいいのかな。そんなことで、でき

るだけ、もっと目に見えるような格好で、私も前回のとき言いましたけれども、そういうも

のを、選挙公約のときはこうしますけれども、実際に町長選に当選して後はそういうものは

ありません。だから、簡単な形、こういうものでいいですよ。だから、このことについては、
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公約したものについてはこうしたためだけれども、今こういう格好の中で考えていますよと

いうことで、時系列的な格好のものを出してやって、住民の皆さんにもわかるような格好に

してあげる。それから、うちの町の今財政状況がこういう状況で、この範囲までについては

こういう中でやりますよということで、町長が信頼できるような形のものをつくってやって

あげたらどうかと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 質問が多いもので、答弁漏れがありましたら言っていただきたいと。 

  まず重点施策、これは公共建物最適化、これは絶対やらなければいけないと考えておりま

す。それによって削減できるものは削減できますもので、この４年間のうちにそれはできる

だけのことはやっていきたい、これは考えております。 

  そういう中で、ありがたいことだと人材づくりにある程度お金を使ってもいいのではない

かということで、私も多少はそれは使っていきたいと考えておりますので、人材に対しまし

ては本当さほどお金は使わないと考えておりますもので、その辺は人材づくりに対してはお

金というのは余りかからない。 

  それで、考えたのは熱川のしおかぜ広場と稲取の文化公園、これは町がお願いしてはいな

いんですよ。基本的には熱川、また稲取の観光協会とか、その方たちと工学院の先生が話し

た中でやったんですが、これはあくまでも町が主導でやったんではないということだけ理解

していただけたらと。これはあくまで地元の方たちがこういうものを持ってきた中で説明会

をやったことだけは理解していただきたいと考えております。 

  分団のことに関しまして、今、消防団のほうで結構話し合いをしているみたいですから、

その辺は防災の課長に今の現状を説明いたさせます。 

  さらに、最初はまず給食費のいろんな関係、これは保育料に関しても、絶対これは国がや

ればやらなきゃならないと私は考えておりますので、これは国の動向に沿った中でやってい

きたいと考えております。 

  それから給食費の無料化、これはもう本当にふるさと納税２億ある。これは自分の中でや

りたいという気持ちでございます。しかし、その辺はやっぱり財政状況を鑑みた中で、一応、

私の任期中にということですよね。これは段階的にやっていくかわからない。何しろこれは

私としてはやっていきたい。子供の数も減っていきますわ、だんだん。そういう中では財政

負担のほうも多少、さっき3,000万ぐらいと言いました、今やれば3,000万で、また本当悲し
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いことですけれども、またいわば子供の数が減ってきますもので、そういう中で可能ではな

いかとは考えております。そういう中で、制服、やっぱりこれもあります。これはあくまで

も創設ですから、やっぱり今現在やっているこういう給食は、それをまず最初に手がけてい

きたいと考えております。その辺は理解していただきたいと思います。 

  さらに介護施設の関係でございます。これは私、先日、健康な方からというか、何という

かそういう年齢をとってからも安心してそういうところは欲しいよということを言われてい

ました。これはもう数名、結構多くの方から言われましたもので、そういうことを書かせて

いただいた中に、言ったように３年ありますから、一応提案はしてみますけれども、それに

よって介護税やいろんな面が大幅にアップしたら、これは町民の方が納得した中でそうやっ

てやります。これは提案してはいきたいと、３年後には。一応この選挙戦を通じまして、い

ろんな方がこれを言われました。何しろある程度年をとってからの安心して暮らせる、その

ような場所が欲しいよということを言われましたもので、そのことを書きましたもので、こ

れは今後の３年は介護計画に提案した中で皆さんがどう判断するか、これはやっていきたい

と思います。 

  さらに、あとマイレージの関係でございますけれども、これいろいろ提案されました。こ

の辺はまた原課のほうで検討した中で、取り入れるものは取り入れていきたい、そう考えて

おりますので、御理解願いたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、消防団の改革等についてお答えさせていただきます。 

  平成28年度から消防団事務がうちのほうに参りまして、その時点で今後の人口減少、それ

から消防団の人口も減っていくということで、出動態勢の見直し、それから分団のあり方に

ついて、消防団本部を通じて今検討していただいています。それにつきましては、この３月

にうちのほうからこういう案でどうだろうかという案を示しまして、それを今検討していた

だいている状況でありますので、本年度中には消防団のほうで、今後５年間をめどにどうい

う体制にしていくのがいいのかという答申が出る予定であります。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 健康マイレージのポイントについてですけれども、健康づ

くり課、それから教育委員会、昨日もちょっとお話をさせていただきましたけれども、教育
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委員会の生涯学習、こういうものについては当課のほうからポイントを付与するという形を

とっておりますが、マイレージの事業のそもそもの狙いという中で、健康に資する活動をし

ている方全てに恩恵があるようにという形なものですから、ラジオ体操をやっている人、こ

ういう方も自己申告ポイントというものを採用しておりまして、自分で１日１ポイントつけ

ることができます。そういうものをまず利用していただくという形で対応していただければ

と思っています。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今、町長と担当の課長さん方のほうからいただいたことで、十分わか

りました。私も消防のことについては今まで皆さんも触れていなかったんですけれども、こ

ういう状況の中で、財政的にも、それから実際やっている方たちにも負担がかかるもんで、

そういう形になってくることについて行政としてそういう指導をしていただいたらどうかと

いうことで、実際にはもうそういうものに入っているということで、私も安心しました。 

  それから、財政的なものについても、私は前から言っているように、これは無駄だとか無

理だとかむちゃなことだということは、実際に土地なんかもね、遊休土地も前から言ってい

るようにあるんですよね。そういう何か前に白田の百山荘のことだとか、それから桜坂公園

だとか、そんな話もしたり、ほかのこともしましたけれども、遊休土地なんかも十分に売却

をするようなことをして、財源を求めていくようなことも一つの方法だと思うんですよ。 

  それで実際にやっぱり高齢化の社会になってきて、住民サービスということが本当に切る

ことがなかなかできないもんで、そういうものの財源にでも少しでもなれば、そういうこと

について私は正直、今の課題に、観光なら観光の課題、あるいは今のお年寄りの関係だとか

子供さんのもの、そういうものにお金を使っていくことについては何も問題ないと思います

から、よろしくお願いしたいと思います。 

  そんなことで、それから経済の中で、観光のことだとかそういうことしかやらなかったん

ですが、実際にはこの町を形成しているのは漁業の関係者も、それから農業関係者もありま

すから、そういうものに応分の同じように、やっぱり行政のほうで目をかけてあげて、そこ

のものの経済が、産業が高ずるようにしてあげるような努力を、私ども議員もお手伝いしま

すから、ぜひ協力を真にお願いしたいと思います。そんなことでよろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずこの遊休施設の売却、これはもう町が再三、百山荘も売却をして
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いるところでございますけれども、なかなか買い手がつかないというのが現状でございます。

なるべく町といたしましても、そういう遊休している場所とかそういうところがあれば、ど

んどん売却した中で財源を確保していきたい、そう考えているものと御理解ください。 

  産業の関係、これはやっぱり今、内山議員が言った、私はいつも言っているように１次産

業の発展なくして町の発展はないと考えております。やっぱり１次産業、大変重要なあれで

ございますもので、その１次産業には今後も力を入れていきたいと考えております。 

  しかし、一応、町の主要産業は観光でございますから、とりあえず観光とは言いますが、

基本的にはこの１次産業は重視していかなければこの町の発展はない。さらに２次産業、当

然でございますけれども、やっぱり応分の見方をしながらこの町を発展していきたい、そう

考えております。ただ観光だけに特化するのではなくて、全ての産業に対しまして、平等な

目で見ていきたい、そう考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、６番、内山議員の一般質問を終結します。 

  この際、10時35分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時２１分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  ８番、須佐議員より、一般質問で掲示板の使用、資料配付の申し出がありましたので、こ

れを許可します。 

 

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

 

◇ 須 佐   衛 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、８番、須佐議員の第１問、グローバル化に対応した観光につい

てを許します。 

  ８番、須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 
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○８番（須佐 衛君） おはようございます。 

  それでは、私からは、通告しておりました４問につきまして順次質問させていただきたい

と思います。何分３年ぶりということで、久しぶりでございます。何か失礼なことがありま

したらお許しいただきたいと思いますが。 

  まず１問目ですが、グローバル化に対応した観光についてということで１つ目、世界ジオ

パーク認定後の当町のジオサイトのＰＲや誘客について、当町の考えは。 

  ２つ目、東京オリンピック・パラリンピックを見据えた観光誘客について、当町の取り組

みは。 

  ３点目、民泊新法が施行されるが、登録者の状況や当町の民泊に対する考え方を伺うとい

うことです。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第１問、グローバル化に対応した観光については３点から

の質問になっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の世界ジオパーク認定後の当町ジオサイトのＰＲや誘客について、当町の考

えはについてですが、藤井議員の一般質問でもお答えしたように、当町のジオサイトの多く

は、アクセス、安全面、見た目のおもしろさやわかりやすさという観光資源化に必要な３つ

の要素を備えていないことから、一般的な観光客の集客については難しいと判断しておりま

す。また、これらを改善するには相当の投資が必要なため、現時点では細野高原以外のジオ

サイトのＰＲや誘客について積極的に行うことは考えておりません。 

  次に、２点目の東京オリンピック・パラリンピック見据えた観光誘客について、当町の取

り組みはについてですが、東京オリンピックの自転車競技が平成32年７月25日から８月９日、

パラリンピックの自転車競技が８月27日から９月５日まで伊豆市及び小山町で開催されるこ

とが決定していることから、静岡県及び伊豆・東部地域の自治体を中心に、機運醸成のため

のイベントなどが予定されており、当町も可能な限り参加したいと考えております。観光誘

客については、自転車競技に参加する選手や観戦者の人数など全体の規模感が示されておら

ず、また、オリンピック・パラリンピックの開催時期が伊豆の観光産業にとって繁忙期に当

たることから現時点では特別な誘客対策については考えておりませんが、現在、主に観光協

会が実施しているインバウンド誘客の一要素として可能なことがあれば、取り組んでいきた
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いと思います。 

  次に、３点目の民泊新法が施行されるが、登録者の状況や当町の民泊に対する考え方を伺

うについてですが、本日より住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が施行され、これにより、

住宅において宿泊事業を営むためには、都道府県知事に届け出を行う義務が生じました。ま

た、届け出が受理された場合でも年間180日を超えて宿泊をさせることはできないこととな

っております。町内の現状についてですが、県に確認したところ６月５日現在で登録者数は

ゼロ件で、相談件数は４件となっております。 

  当町の民泊についての考え方ですが、法律を遵守し、町民の生活環境に悪影響を及ぼさな

い範囲で行う民泊については、旅行者の選択肢を確保するという観点から特に問題ないとの

認識をしております。既存の宿泊施設経営者の中には、民泊にマーケットを奪われることを

懸念している方もいらっしゃると思いますが、町内宿泊施設のほとんどは、サービスや価格

面などで民泊施設と競合することは少ないと考えております。 

○議長（飯田桂司君） ８番、須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） 今、ジオパークの回答もいただいたところで、昨日、藤井議員の一般

質問のあったところですが、細野高原ということで、かなり整備が進んで来遊客も増えて、

また昨年は天候が悪かったということもあるんですけれども、そういう状況であることを確

認しております。 

  それ以外の部分についてでも、やはりこれ観光ということで考えている、当局がね、おる

ところだと思いますけれども、やはり観光客を見込めないからそれ以外のところはというよ

うな考え方はちょっとどうなのかな。その学術的なといいますか、教育的な観点から、もう

少し広い視野を持って整備を進めていく必要があるのではないかというふうに私は思ってお

ります。 

  例えばシラヌタの池もジオサイトの一つだと思います。静岡県の天然記念物ということで

指定されていると思いますけれども、あの周辺を案内している方に聞きましたところ、かな

り遊歩道ですとかそういったところが朽ちてしまって、非常に危険な状況であるということ

なんですよね。あそこもジオサイトということを考えると、アクセス面とか非常に大変な部

分もあるんですけれども、これは町でできないということであれば、やはり上級官庁のほう

に相談するとか、静岡県の天然記念物というか、そういう指定されているところだと思いま

すので、そういうことも必要になってくるのではないかというふうに思います。 
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  あと、教育ということで言いますと、昨日、認定ジオガイドの方が４名いらっしゃるとい

う話を聞きました。そのうちの１名の方が今、推進協議会のほうで教育担当で勤めておられ

るという方がいらっしゃいます。その方にちょっと聞いてみましたところ、伊東市などでは

例えば座学から、そしてフィールドワークまで、学校の教育の中で取り組んでいるという話

がありました。ですので、その方が言うには、東伊豆町も分担金を支払っているから、どん

どん推進協議会を活用して、そして広めていただきたいというような話を伺っています。 

  さらに、熱川の観光協会にも認定ジオガイドの方がいらっしゃると思いますので、そうい

ったことを含めまして、もう少し広い視野でジオというものを考えていただきたいなという

のが１点でございます。 

  それとあと、オリンピックに関しましては、これは私が１期のときも質問したこともあっ

たかと思いますけれども、大会期間中が夏の繁忙期ということなんですが、合宿ですよね、

合宿誘致をどれぐらいできるのかなということが一つあろうかと思います。私あのときも、

やはりレスリングですとか日本一のゴルフの町ということを宣言しているということから、

ゴルフですとか、そういったような合宿の誘致を手を挙げてどんどんね、来てくださいとい

うようなことをやっているのかどうかということをちょっと確認したいんです。町長、たし

かあの質問をしたときに、レスリングは国体でも経験があることだからというお話をたしか

いただいたと思うんで、その辺のところをどうなっているのかなというふうにありますので、

そこをちょっとお聞きしたいと思います。 

  それとあと、民泊新法に関しましては、これはまだちょっと雲をつかむような話でもある

と思いますけれども、町長が今御答弁で言われましたように、観光地であるということ。一

方で、国の法律でということがあるもんですから、この町でいいますと、リゾートマンショ

ンですとかそういうところもあって、今後どういうような形になるのかわからないですけれ

ども、対応というものをしっかりとっていただければなという気がしております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずジオパークの関係でございます。 

  今、須佐議員が言ったように、これは観光だけでなく、やっぱり学術的な面でも大変重要

だと考えております。その中でいろんなところもやりたいんで、安全性の面が大変厳しいも

ので、今は細野高原ということを言っております。そのときにシラヌタのことも言われまし

た。シラヌタの池も大変すばらしいところであります。私も遊歩道が荒れていると考えてお
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ります。 

  その中で、一応、ジオサイトの３分の２の、今は２分の１らしいですけれども、またそう

いう補助事業とか、そういうまた観光施設整備の２分の１、そういうことが使えた中で、あ

そこは埋もれた名所だと考えておりますもので、それはちょっと検討させていただきたいと

考えております。ただ、県のほうだと、シラヌタの池がそういう指定されたからといって特

別なそういうものがありませんもので、あくまでこれは町の中でやる事業だと考えておりま

すもので、これはちょっと検討させていただきたい。 

  そして、学校におけるフィールドワーク、これは伊東さんも先進的でございまして、やっ

ぱりその座長さんではないけれども、ジオパークの座長さんはもちろん伊東を起点として広

がったもんで、まず伊東はもう徹底的にこのジオパークに対しては積極的にやっております。

今そういう中で、須佐議員が学校との関係を言われましたもので、これは教育委員会に投げ

かけた中で、やっぱり学校でも授業日数、いろんな面があると思いますもので、それはまた、

ジオパークではなくて、ほかのことでいろいろ、伊豆半島の成り行きを教えているのを基礎

といたしますけれども、またジオサイトに関しましてからのその勉強会ですか、または教育

長の方に投げかけた中で、これは入れていくかどうかは検討していきたいと考えております。 

  次に、合宿の誘致ですね。これは３年前に言われたとき、一応レスリングのほうは、県の

ほうへ手を挙げました。手を挙げた中で、担当のほうから、その費用、ほとんど町が見なき

ゃならないということを言われましたもので、それだと相当な金額がかかってきますもので、

それで断念した経過があります。基本的には、手を挙げただけは理解していただきたい。そ

の中で合宿の費用はほとんど町が見るという中で、相当な金額だなと思いましたので、それ

は断念した経過がありますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  民泊の関係、今日の静岡新聞に載っておりましたけれども、一応受理したのは20件で、賀

茂郡では10で下田が８、南伊豆が２。やっぱり民泊だと180日という、そういう営業日数と、

それ以外にいろんな制約があるみたいなものですから。今後どういうふうに動くかわかりま

せんけれども、やっぱり民泊、これ法律なもので、あると聞きましたらそれは許可せざるを

得ませんけれども、壇上で言ったようにこの民泊がうちの観光に対する影響。やっぱり客層

が違いますから、その辺は、例えば民泊が許可されても、今の現状では負けないように感じ

ますもので、その民泊というのは今後どのような成り行き、今、須佐さんが言ったような感

じで見守っていきたい、そう考えております。 

  以上です。 
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○議長（飯田桂司君） 観光課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） シラヌタの池に行く遊歩道の関係ですが、こちらにつきまし

ては、かなり老朽化が進んでいるという御指摘でしたが、つり橋以外に鉄骨に板を張っただ

けの簡単な橋が何カ所かございまして、その板がかなり古くなっているということは、観光

課のほうでも確認をしておりまして、現在、町内の業者に修繕に幾らぐらいかかるかという

ことで見積もりを依頼している状況ですので、その内容によっては早急に修繕のほうを進め

たいというふうに考えております。 

  また、オリンピックの合宿誘致の関係ですが、町長よりレスリングについて手を挙げたら

どうかというような指示をいただきまして、県のほうへ手を挙げました、一度。その経緯な

んですが、まずは国によっては合宿の費用を全額、町で負担を要求される可能性があるとい

うことですとか、あと、迎え入れる国によっては、今テロの関係がありまして、警備なんか

の費用も全額町で負担しなければいけない可能性があるですとか、あと、ホテルに宿泊施設

を基本的にとることになるんですが、そこで自由に食事をつくれるように、宿泊施設の厨房

を全部明け渡してくれるような施設でないと困るという話があったりですとか。あとは、合

宿した後に、オリンピックが終わった後に引き続き国際交流を長く続けていかないと、余り

意味がないということで、そういったことが可能かということを総体的に検討して、町長に

報告しまして、その結果、手を下げたというような経緯がございますので、御理解いただけ

ればと思います。 

○議長（飯田桂司君） ８番、須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） 大体のことは理解できました。また、そのジオサイトに関しましては、

盗掘ですとか、最近そういうモリアオガエルの卵を持っていってしまう人がいるとかという

ようなこともちょっと聞いたものですから、その辺のところをちょっと注意していただきた

いなというふうに思うのと、合宿誘致、やはり手を挙げてそういうような経緯だということ

を理解できました。非常に残念ですけれども、せっかく千載一遇のチャンスといいますか、

この東伊豆町を世界にアピールする場面でもあると思いますので、何かまた引き続きそうい

うチャンスがあったら、うかがってもらいたいなという気がします。 

  また、オリンピックのことで言いますと、おもてなしということで、自転車競技というこ

とがあります。これは町内に限らないんですけれども、最近、国道でも自転車で通っている

方がいますよね。そういう方たちが安全に通れるような施策というものも、これは町ででき
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るのかどうかわかりませんけれども、県などにも言っていただくことが必要になってくるの

かなということと、それは町でできることとして、例えば自転車のスタンドみたいなものを

ちょっと設置するとかというようなことも、おもてなしとしてあるのかなというような気が

しています。 

  また、オリンピックを迎えるに当たって、陸の道だけではなくて、例えば大島を経由して、

大島から稲取に入ってくるような、稲取航路を活用した、結構、外国の方はクルージングと

か好きですから。そういったようなところを夏の間確保できるのかとかいうようなことも大

切なことなのではないかなというふうには思っています。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） ジオサイトをやって開発することは本当にいいんですけれども、やっ

ぱり希少植物とか希少動物、これが、その言った盗掘とか、そうされるのが一番困ることで

ございまして、細野高原もそういうことで希少植物がありますもんで、それに関して守るこ

と。そしてまた今言ったようにモリアオガエル、これももう同じですから、そういう盗掘が

あっては困りますもんで、それをどのように守るか。これはあくまでもモラルの問題でござ

いますけれども、そういう中で課長が言ったように、今、朽ちているところの板、見積もり

をとっていると言いましたもんで、その見積もりができ次第、ある程度の金額であるならば、

それは整備した中で、そういうことはやっていきたい。そういう考えでございますので、御

理解願いたいと思います。 

  次に、オリンピックの関係で自転車、これ本当、最近この伊豆半島に大変多く走っており

ます。その中で、私は再三もう県のほうに、安全性の面から自転車ロード、これをつくって

ほしいということはもう再三言っております。その中で県のほうは一応路側帯ではないけれ

ども、何かこうちょっとね、自転車が走るのにはちょっと危ないんで、そういうところはつ

くったと言っておりますけれども、やっぱりあれではまずいもので、基本的には自転車ロー

ドをつくってほしいということは、再三再四、これを県のほうには要望しておりますことは

御理解願いたいと思います。 

  今、そして大島航路のことを言われて、大島航路は残念ながら季節限定でございまして、

１月末から３月いっぱいかな。何分ちょっとオリンピック等そういう面では間に合わないも

ので、しかしながら、自転車の方々を呼び込むことはまたやっていきたいと思いますけれど

も、今言ったように例えば大島航路をやっても自転車の設置の場所を、それはちょっと検討
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した中で、また今さっき言ったように船の中にもそういうスペースをつくってもらわなきゃ

なりませんし、さらに今、何ですか、那須のほうで盛んに自転車が、これはテレビで見たん

ですけれども、その中に自転車山道というのはもう必需品らしくて、やっぱりそれがあるこ

とによって自転車の愛好家も増えたということを聞いておりますもので、これも一つ、そう

いうこともこれから考慮しなければならないかなと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、豊かで開かれたまちづくりの推進についてを許します。 

  ８番、須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） では、２問目ですが、豊かで開かれたまちづくりの推進についてとい

うことで、１つ目、買い物難民が深刻化しているが、昨年の運転免許証の自主返納者はどれ

ぐらいいるのか、また対策は。 

  ２つ目、協働のまちづくりに対する町の考え方を伺う。 

  ３つ目、補助金のあり方が問われているが、公募型補助金制度を立ち上げる考えは。 

  ４つ目、空き家対策にテレワーク制度を活用し、サテライトオフィスを設置するなどの方

策を検討したらよいと思うが、お考えはということです。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第２問、豊かで開かれたまちづくりの推進については４点

からの質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の買い物難民が深刻化しているが、昨年の運転免許の自主返納者はどれほどい

るのか。また対策はについてですが、平成29年度末現在で、東伊豆町の免許証所有者数

7,936人に対し、65歳以上は2,853人で35.9％となっております。 

  高齢者の免許証返納者は平成27年が41人、平成28年が38人、平成29年が50人と増加傾向と

なっております。 

  山田議員の質問にもお答えしたとおり、この問題に対してはどのような形で進めていくの

か、検討を重ねた上で、地域公共交通会議での協議を経て実施することを考えております。 

  次に、２点目の協働のまちづくりに対する町の考え方を伺うについてですが、御質問の協

働が何との協働かということが不明ですが、町といたしましては積極的に他団体との交流を
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図り、まちづくりに生かしていくという姿勢でおります。 

  産業団体連絡会では、商工会、観光協会、農漁協と連携を図りまして、町の振興発展のた

めの施策を実施しておりますし、オープン町長室では町内産業の担い手の方々と意見や情報

交換を行い、その中で生まれたアイデアをまちづくりに生かしております。 

  また、昨今では大学とも連携し、観光振興や空き家対策などに取り組んでおります。また、

地域おこし協力隊の採用も外部の活力との協働の一環と考えております。 

  次に、３点目の補助金のあり方が問われているが、公募型補助金制度を立ち上がる考えに

ついてですが、御指摘の公募型補助金制度は全国各地で設置され協働のまちづくりの点で効

果を上げていると伺っております。まちづくりは行政の企画立案実施だけではなく、住民か

らの提案をみずから実行する機会を提供することも必要かと考えます。来年度に制度の創設

を目指しまして準備を進める予定でおります。 

  次に４点目、空き家対策にテレワーク制度を採用し、サテライトオフィスを設置するなど

方策を検討したらよいと思うが、お考えについてですが、笠井議員の質問でもお答えいたし

ましたが、通信インフラの進展で、町内ＩＣＴ関連のオフィスの開設は可能となってまいり

ました。町内に点在する空き店舗や空き家を用いて、そのような企業を誘致することも図る

べきと考えております。現在芝浦工業大学の学生の手によりまして、ものづくりの拠点とし

て改修が進んでおります東海汽船事務所につきましても、サテライトオフィスやリモートオ

フィスの視点も入れて活用の検討をしております。 

○議長（飯田桂司君） ８番、須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  昨日の、山田議員の質問にもあったと思いますけれども、このお話というのは、私が１期

目のときから少しずつ動いてきているなという感じがしております。そして、この問題と一

緒に考えなきゃいけないのは、免許の返納者ということです。自主返納といいましても、や

はりこれは免許返しなさいと、御高齢になりましたらね、こういう事故がありますからとい

うことだと思うんですよね。その中で、私ちょっと調べてみましたら、運転免許自主返納者

サポート事業というのがあるような形で見ました。これは2002年から免許を返納した方に、

希望すれば運転経歴証明書というものを発行しているということなんです。この証明書を持

って、そのサポート事業に登録している店舗ですとか、あるいは自治体とかに持っていくと

優遇措置が得られるといったようなことだったと思います。 
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  ちょっと私、それをもうちょっと調べてみましたら、例えば松崎町では、このサポート事

業の中で、東海バスの回数券が割引されるですとか、伊豆の国市、函南町では１万円の地域

交通利用券というものを交付している。また、川根本町でも町営バスの利用券１万1,000円

分交付しているというようなことがありました。 

  当町では、そういうような形の取り組みはどうなのかなということで見まして、名前がな

かったもんですからどうなのかな、ちょっとその辺のところをお聞きしたいなというふうに

思っております。 

  それから、協働のまちづくり、今御答弁いただいた中でも、公募型補助金とセットのよう

な形で考えていかなければいけないことだと思うんですが、これはやはり私も１期のときに

質問させてもらったことでもあるんですけれども、例えば観光協会が管理している公園があ

って、それは観光協会が掃除とかそういった形でやっていると思うんですけれども、なかな

か目が行き届かないような公園であるとかということもあると思うんですよね。ちょっと私、

細かくは聞いていないんでわからないんですけれども、例えば片瀬の海岸沿いにある西洋風

の公園といいますか、広場みたいなものがありますね。ウッドデッキがあって、パーゴラの

屋根がついて、非常にきれいな雰囲気のいいところですけれども、できた当初は非常にきれ

いだったんですけれども、なかなかこうペンキが剥げてしまって、それで見ばえが余りよく

なくなってきているというようなことがあります。 

  そういうようなところをなかなか管理するのは大変なんですけれども、ボランティアの方

たちが、これは公募型補助金と重なってくると思いますけれども、手挙げ式で、費用の面は

行政のほうである程度負担するけれども、人工といいますか、働いてやってくれる部分に関

してはボランティアでやってもらえないかというような、公募型補助金と重なってくるとこ

ろがあると思うんですが、そういうような形のまちづくり、これ町長、オープン町長室とい

うお話がありまして、それも大切なことだと思うんですけれども、もっと広い視野で、花の

会の方たちも話を聞くと、結構予算がなくて困っているよなんていうことを聞いたりもしま

す。広い視野で呼びかけてみたらどうなのかなというのが公募型補助金、協働のまちづくり

ということでありますので、その辺のところをちょっともう一度お考えを聞きたいなという

ふうに思っています。 

  それとあと、昨日も副町長からお話がありました、デイサービスのほうが、社協のほうが

終わったということで、車の話がありました。それも協働のまちづくりの一つで、例えば買

い物難民対策に本当にこれつながってくることだな、何とかしてあげたいという町民の人た
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ちはいるのではないかと思います。ある程度その費用というものを補助金という形で出して

あげることによって、町が助かる部分というものはあるんではないかなというふうに思いま

すものですから、その辺のところをお聞きしたいのと、それから、空き家対策、そのテレワ

ークに関しましては、資料をちょっと張らせてもらいましたし、お手元にも資料を配らせて

いただきました。 

  これは私、３年前に、テレワークの会社にちょっと所属しまして、これは本当にこの町に

は大事なことだなというふうに、町ならずその地域においてもこのテレワーク、これから本

当に大切なことだ。これが、このことが将来の町を、私これ言い過ぎかもしれないですけれ

ども、左右するぐらいの本当に大切なことで、笠井議員も何度か質問されていると思うんで

すけれども、思っております。 

  その仕組みについては、このお配りしました紙等に書いてありますので、それをちょっと

読んでいただきたいと思うんですけれども、一口にテレワークといっても、在宅とモバイル

ワーク、それからサテライトオフィス、３つあって、地方の自治体が注目しなきゃいけない

というのは、やはりサテライトオフィス事業であるというふうに思っています。前にも徳島

県の神山町の話も町長とやらせてもらったことがあったと思いますけれども、成果を上げて

いると。あるいは南伊豆町でもそういったような事業が進んでいる。 

  この間、６月６日だったかな、ふじのくに住みかえる推進本部という移住を取り扱ってい

る県の局ですけれども。そこで賀茂地域ふれあい事業推進協議会というのがあって、町も参

画しているし、私がちょっと関係しているエコツーリズムの関係も、その移住の関係をやっ

ているんですけれども、会議が６月、ちょっと私は行けなかったんですけれども、その中で

も南伊豆町の職員の方が結構こういう形で説明して、サテライトオフィス、一生懸命で、行

った方はわかっていると思うんですけれども、このプレゼンをしておったようです。 

  例えば今テレワークの仕組みと効果というところの資料が、新聞記事の資料があったかと

思うんですけれども、その前の資料ですかね。テレワーク拠点開所、県内初、廃校オフィス

に再生利用と、これは福島民報が今年の３月22日の記事なんですけれども、廃校をサテライ

トオフィスにしたということが出てきております。また、群馬県の下仁田町では、これは上

毛新聞の記事ですけれども、こういう古民家のような建物をテレワークのサテライトオフィ

スに。こういったような事業が次から次と出てきていると思うんですよね。 

  総務省のそういう補助事業でも、かなりそういったような制度も今出てきておりますし、

県のほうでも、この賀茂のほうではやっていないんですけれども、中部支援局のほうでこう
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いう取り組みがあって、インドのほうの企業がサテライトオフィスを開いたというような記

事も見たりします。 

  もう本当にこれは喫緊に取り組んでいかなければいけないということで、待っていられな

い状況の問題であると私は認識しておりますけれども、その辺のところをお考えをお聞きし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、免許証の関係、この運転免許証やっておりません、すみません。

その中で、これからこういう特典があるという中で、これはまた一つの考えでございますの

で、今までは、この返納したときは何か証明書をやった中で、特典はないんですけれども、

身分証明書的なものでと聞いております。その中でこういう特典とかそういうものはまだつ

くっていないのが今の現状でございますもので、またこれはちょっと検討させてもらった上

で、先般の山田議員の話でも、またいろんな面で、どれが一番いいかという方法を考えた中

で、これはやっていきたいと考えております。これからますますそういう足の不自由な方々、

運手できなくなる方が多くなるかと考えておりますので、そのような件をいろんな方向で検

討させていただきたいと思います。 

  次に、サテライトの関係とテレワークの件、これもう本当は須佐議員と全く考えが同じで

ございまして、これは笠井議員とも大体考えは同じでございます。やっぱりこれからサテラ

イト関係、光が通ったおかげでこういうことが考えられます。そして南伊豆で、昨日も言っ

たんですけれども、うちの町の出身者が行ってびっくりしましたよね。もうすぐに呼んだん

ですよ。そしてうちの町でもこういうことをやってほしいといった中で、そのとき社長さん

も来てくれたものでね、ある程度、これは熱川地区だけれども、彼が熱川地区なもので、ち

ょっと熱川温泉を活性化する意味でそういうこともちょっとやってほしいという中で、昨日

言った伊豆市の笠井議員が言ったいろんなつくったビルの関係。それも熱川の方が提案して

くれたもので、ちょっとその彼とタッグした中で、ちょっと考えてくれないかとは言ってあ

ります。やっぱり基本的には、企業という中で物流とかそういうことの中で、ＩＣＴの関係、

これがこういう過疎地ではないですが、生きる道だと考えておりますもので、これはやって

いきたいと考えています。 

  そして今、まだこれは試案でございます。やっぱり今、昨日も栗原議員が言ったように大

川小学校が出てきます。言われたようになかなか建物がなかったとような現状であります。

一応アスド会館もこういう関係で、あるところに来てもらった中でやろうかなと思ったんで
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すが、これも断念した経過がありますもので。こういう建物を見た感じ、大川小がこれから

一応、大川区民が考えておる中で、もしこういうことが可能ならば、そこは一つまた大川小

の生きる道ではないかと考えております。 

  そういう中で、このテレワークに関しましては、これから積極的にやっていく、本当に立

ちおくれるのが一番困りますから。これはもう積極的にやっていきたい、そういう考えでご

ざいます。 

  その片瀬海岸の公募型の補助金、これは当然そういう考えもあっていいと思います。ただ、

伊東市にはもうあるんですけれども、要するに伊東市のやつを見たら、もう区の要望がほと

んどで、そういう関係でございますもので、それをどこでこう、その補助金の要望、これは

もうつくるつもりでいます。今回の盆踊りのことに関してもいろんなそんたくだと言われま

したもんで、これに関してもつくるつもりで、来年はもう完全につくります。これは言明し

ます。 

  それで今言われたように、ボランティアとかそういう方がやることに関しては、もう町が

積極的にそれは応援していきたいと思います。そういうことがまた整備には大変いいことで

ございますから、そういう中でまたこういう要綱をつくった中で、それはその方向でやって

いきたい、そう考えてございます。 

  花の会に関しては、自分はもう花の会の方によく言うんだけれども、補助金関係で一番カ

ットしている中で、27万という助成金を出しておりますけれども、これは私の考えで、これ

はもう花を愛する気持ちという、これは私が就任以来ずっと手をつけております。それだけ

花の会に関しましては、この東伊豆町を花でいっぱいにしたいという、心掛けがありますも

ので。また再度いろんな面で、そして必ず花の会の総会には私出席している中で、その中で、

その他の中で花の会の方たちと何か要望とか提案ありますかと必ず聞いておりますもので、

もしまたそういうことがあったなら、総会の席に私が出るもんで、直接また会員の方たちか

らそういう要望が聞ければまた違ってきます。また議員は議員でそういう要望を聞いた中で

私のほうに言っていただければ大変ありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ８番、須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  個別のことはあれなんですけれども、やはり例えばこれは神奈川県大磯町で公募型事業の
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取り組みをやっているというのがあります。例えば補助金事業というのは県のほうで、補助

金事業ということであれしますというと、100万とか200万単位のもので、なかなかこの一般

の民間の何か観光で景観をよくしようとか、ごみを拾いながら何かやろうといったような、

サークルとかボランティアの方たちが応募できるようなものではないわけですね。だから、

町ですから、もうちょっと小さくコンパクトな形で、例えば２万でも３万でも何かあると助

かるんだけれどもというような形の人たちがもしかしたらいるかもしれない。オリンピック

も控えている中で、そういったおもてなしのことも含めて、今、町長やってくださるという

話でしたから、それを期待していきたいなと。協働のまちづくり、公募型ということでお願

いしたいなというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今まではほとんど無償のボランティアはないもので、もう有償のボラ

ンティア、これはしようがないだろうと考えております。そういう中で、町のきれいという

ことで、ごみ拾いの方もやっておいてもらっています。その中で町はお金を出しませんけれ

ども、ごみ袋と、あと清掃センターにおけるやつは免除を出しておりますので、しかし、今

度はこの公募型補助金制度を立ち上げた中で、またいろいろなことを言ってくれれば、これ

からはもうボランティアは私はもう大分厳しいなと考えておりますもので、そういうのでど

んどんまたやってくれればいいと思います。 

  また、県の補助金もあります。それと合算した中で、また町の助成金、これを合算するよ

うな方法も考えられますもので、できるだけそういうこともまたやっていきたいと考えてお

りますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、災害への取り組みについてを許します。 

  ８番、須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） では、次に災害への取り組みについてということで、１つ目、伊東市

では大規模ソーラー開発が計画されているが、当町に影響はあるのか。また、当町の大規模

ソーラー開発に対する考え方を伺います。 

  ２点目、昨年の夏は町道湯ノ沢草崎線が通行不能となり、観光客の足に大きな影響が出ま

した。国道の複線化として期待される町道湯ケ岡赤川線の延伸状況を伺います。 

  ３点目、津波災害時には旧大川グランドホテルの廃墟が周囲に及ぼす影響が大きい。今後
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の対策はということでございます。 

○議長（飯田桂司君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第３問、災害への取り組みについては３点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  まず１点目の伊東市では大規模ソーラー開発が計画されているが、当町に影響はあるのか。

また、当町の大規模ソーラー開発に対する考え方はについてですが、大規模ソーラー開発の

問題は、当町だけの問題ではなく、観光地である伊豆半島全体の環境、景観にかかわる問題

であると認識しており、大変危惧しております。 

  平成29年６月議会において山田議員の一般質問におけるメガソーラー事業への対応につい

て回答したとおり、平成29年７月５日に東伊豆町土地利用事業の適正化に関する指導要綱を

改正し、施工面積が2,000平方メートルを超える全ての太陽光発電事業計画は、町の土地利

用事業の審査対象事業とし、計画承認を受けなければならないとしており、まず要綱におい

て対応し、今後条例を制定していきたいと考えております。 

  次に、２点目の昨年の夏は、町道湯ノ沢草崎線が通行不能となり、観光客の足に大きな影

響が出た。国道の複線化として期待される町道湯ケ岡赤川線の延伸状況を伺うについてです

が、町道湯ケ岡赤川線改良工事は、半島振興法による基幹的な町道整備に基づき静岡県が代

行整備している事業で町負担分は測量設計業務及び舗装でございます。 

  現在６工事区間として大川地内、大川遠笠山線に隣接する墓地付近から奈良本方面へ平成

22年度から延長940メートルを整備しており、平成32年度の完了予定と伺っております。 

  未整備区間4,700メートルが全線開通しますと片瀬から大川まで通行可能となり、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、災害に弱い国

道135号の代替ルートとして、また、物流の配送や救急医療などの日常生活面でも多大な効

果があるものと期待しております。 

  今後も、早期の全線開通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。 

  次に３点目、津波災害時には、旧大川グランドホテルの廃墟が周囲に及ぼす影響が大きい。

今後の対応はについてですが、同ホテルは、平成28年３月に指定した津波災害警戒区域に入

っており、津波発生時には建物浸水は免れないと考えております。 
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  既存建物が津波により損傷し、国道など周囲への飛散等、影響があると考えられますし、

大川区からの要望でもありますので、町は現所有者に建物撤去を求めております。 

  平成27年５月に施行されました空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき解体を実

施するには時間を要するので、所有者みずからが建物を撤去し、土地の有効活用を図る状況

をつくることが問題の解決につながると考えておりますので、御理解をお願いします。 

○議長（飯田桂司君） ８番、須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） メガソーラーの問題は、本当に隣接する町ですから、大変な問題だと

いうふうに思います。 

  休耕地を利用して地元の方もやっていますけれども、そういうことでだったらいいですけ

れども、かなり広い面積にわたるということになると、非常に危険を伴って、伊東市も条例

を先日策定したということだと思います。 

  ですので、この町はどういう対応をするのかということも今後大切になってくるのではな

いかなというふうに思いますので、対応をお願いしたいなというふうに思います。 

  それとあと、湯ケ岡赤川線の問題ですけれども、これ最終的には伊東のほうに直結するよ

うな道になってもらいたいなというのは地元の人たちの願いだと思うんですけれども、かな

り草崎線のところの落石等がありまして、危ない状況で、町もそれに大変苦慮しているなと

いうような感じを受けています。これひょっとしたら穴切が危ない、危ないと言っているけ

れども、草崎のほうがよっぽど危ない、しかも町道であるということで、町が管理しないと

いけないと。これは町が管理しなくてはいけないというのは非常に大変だなというのが実感

で、どうにかならないのかなというような気がしているわけですけれども。 

  今回、この件に関しましても、質問の大きなポイントというのは、このグランドホテルの

廃墟の部分だと思います。これ今回ちょっと写真を撮りまして、四方から撮ってみたんです

けれども、かなり漁場等にも硝子が散乱して危ない状況になっているようなことだと思いま

す。 

  それで、国道から伊東の方面から入ってきますと、東伊豆町の看板があります。あって、

そのすぐ横にこの廃墟が出てくるということで、非常に観光客、うちなんかもお客さんがで

すね、思わず二度見してしまうというようなことですよね。私もまちづくり協議会からもう

10年来、この問題があって、ちょっと私も先ほど聞き逃している部分もあるかもしれないで

すけれども、栗原議員が28年３月に質問されています。それに関して、静岡県の空き家等対
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策市町連絡協議会に職員を派遣したと。空き家等対策協議会を町で設置したということがあ

ったと、その辺のところを今もうちょっと具体的にどういうふうになっているのかというこ

とをお聞きしないと、やっぱりこれこのまま進んでしまうと、行政代執行とかそういうこと

も考えなきゃいけない問題があると思うんですけれども、その辺のところをちょっとお聞き

したいなと思うんですが。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずメガソーラーの関係でございます。基本的には、私はメガソーラ

ーは景観上もいかがなものかと考えております。と申しますのは、私、新幹線で名古屋へ行

く途中、浜松の休耕田にも小さくてもすごいもうソーラーが建っているんですよ。もう景観

上もとても見られない景観の中で、これはもうソーラー自体も問題だと。やっぱりある程度

散存すると。これが例えば売電目的に投資するような、たとえ小さくてもですよ、これから

はそういうものをもう阻止しようかと考えている。屋根に置いたりね、自分のために使うの

はいいんです。売電目的のためにある程度の面積を買った中で、太陽ソーラー、メガソーラ

ーを設置する、これは町としては阻止していきたいと思います。この辺は今度は条例でちゃ

んと定めていきたい。 

  今回土地利用の中で2,000平米、あくまでも近隣の同意をとりなさいということが１つの

あれでございまして、近隣の同意がとれなければ、このメガソーラーに関しては、町は

2,000平米に関しては許可しませんよと言いましたように、今度条例制定のときはもっと厳

しく、この売電目的のメガソーラー、これは面積にかかわらずできないような方向で私はや

っていきたいなとは考えております。この景観、本当にもう見た目は、本当に景観よくない

ですから、これは絶対阻止して、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。 

  次に町道、これ早期完成して、その中でやっぱりなぜ今回、大川からやってきたというの

は、基本的には今、奈良本まで行きますと、要するに奈良本から大川までの途中、ちょっと

分譲地がありますよね。それでやっぱりその分譲地が200メートル離れていても、分譲地の

方がちょっといろんなことを反対されたので、今、大川からやったのが現状でございますも

ので、やっぱりその辺は基本的にはまた早期完成のためには、近くの分譲の方にまた協力を

お願いした中で、これは早期完成していかなければならないし、今、須佐議員が言ったよう

に旧道の135、本当に大変危険でございますから、これは自民の方が一応、できたらトンネ

ルを抜けて中大見線にね、このようなことも活動しておりますもので、これも積極的に活動
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していただきまして、それを町が支援していきたい、そう考えております。 

  この旧道の135号線、本当に危なくて、本当お荷物になっております。基本的には県から

町に移管したときに、何で町はもっと厳しく安全面のことを言った中で、安全性を確保した

中で町が引き受けなかったか。その辺ちょっと当時の執行部はわかりませんけれども、今本

当に旧国道135号線、本当に危険な箇所がいっぱいでございます。これに対する町に対する

お金、これは大変かかっておりますもので、なるべく早くそういう中で、この大川の湯ノ沢

線ができれば、そこから中大見に抜ける、これを早急にまたいろんな議員の方と活動した中

で、これはやっていきたいなと考えております。 

  次に、大川グランド、この問題。これは私が就任してから本当に長年の懸案事項でありま

して、これを何とかしていきたいという中で、まずこの空き家対策ができました。そのとき

は、やっぱり大川区の方も北川区の方もすごい期待したんですよね。これができれば、すぐ

この建物は壊すことができますと。しかしながら、この法律といいますと、結構段階踏んだ

中で、そしてどうしてもできなければ、最後は代執行という形でやるんですけれども、それ

に対する時間的要素は本当に10年ぐらいのスパンで考えなければなかなか厳しいかなという

ことを言われました。 

  その中で、委員の中に弁護士さんも入っているもので、一応弁護士さんもそういうことを

言いますのでね。また壇上で言ったようにできるだけこの方がやってくれれば一番いいかな。

一つチャンスがあったことはあったんです。ある程度、アスド会館があったとき、その共同

人がここを持っているんですけれども、それをやったとき、ここを拠点として、この建物を

壊して新しい建物を建てて、そしてそこに行きたいということを言っておりました。そして、

一応、彼がまだ所有者なもので、その所有者に対しまして何とかしてくれということは言っ

ておりますけれども、もう大分熱が冷めたのが現状でございますけれども、町としてもでき

るだけ早くこの建物を撤去するような方向で、それは働きかけていきたいと思います。 

  最後はもうどうしようもなければ、この代執行でやるしかないかと思います。この代執行

をするにしても、これは税金でやりますけれども、最終的にこの税金、町にもう戻ってこな

いという考えでやらなければ、とてもではないけれどもできませんもので、そのときになっ

たらまた、そのときにはやっていないと思いますので、そのときにはまた町民の皆さん方に

ここに対して税を使っていいかということは、またそのときの首長はまた皆さん方に判断を

委ねるかと考えております。 

  何しろこの建物、すぐにとりたいのはやまやまですけれども、この空き家措置法の中では、
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法的になると相当時間がかかるということは御理解願いたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 建設課長。 

○建設課長（桑原建美君） ただいまの町長から御答弁がありましたように、湯ケ岡赤川線に

つきましては、県代行事業で整備を図っているところでございまして、今現在平成30年度末

においては、進捗率が34.5％になっております。32年度に今現在施工している６工区が終了

いたします。この時点で終了延長が3,300メートル、進捗率にして41.5％に上がります。今

後は31年度に新たな７工区、奈良本に向かって920メートルの用地測量を発注する予定でご

ざいまして、それにあわせて下田土木事務所が用地買収、さらには工事を実施し、早期完成

を県のほうに要望してまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 次に第４問、教育環境の現状についてを許します。 

  ８番、須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） 最後の質問ですが、教育環境の現状についてということで、本年度か

ら大川小学校と熱川小学校が統合したが、生徒の様子や問題点などを伺う。 

  ２点目、県内のある町では夏休みの短縮を検討しているところもあるようだが、当町の現

状は。 

  ３点目、平和のとうとさが叫ばれている中、広島や長崎など被爆地を訪問する修学旅行に

意味を感じるがいかがか。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 第４問に関しては教育関係でございますもので、教育長より答弁いた

させます。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 須佐議員の第４問、教育環境の現状については、３点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  １点目の今年度から大川小学校と熱川小学校が統合したが、生徒の様子や問題点などを伺
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うについてですが、統合した熱川小学校の子供たちの様子につきましては、学校より、スム

ーズなスタートができ、大きな問題はないとの報告を受けております。現在は、スクールバ

スでの通学にもなれ、新たな学校生活では、これまでより多い人数の集団にも適用し、登校

を渋る子もなく、楽しく学校生活を送っているとのことです。 

  このように新たな学校として無事にスタートできましたのは、学校、ＰＴＡ、そして地域

の皆様方の熱心な御協議と御尽力により、円滑な統合に向けた準備を進めていただけたこと

が、大きな要因であると考えております。関係の皆様に、深く感謝申し上げる次第です。 

  今後につきましても、子供たちの様子を見ていただき、学校・保護者・地域の皆様の御意

見を伺いながら、よりよい学校運営に努めてまいります。 

  ２点目の県内のある町では夏休みの短縮を検討しているところもあるようだが、当町の現

状はについてですが、他町の取り組みとして、新学習指導要領への対応や教員の多忙化解消

等の方策として、長期休業を短縮して授業日数を増やす方向で検討しているとの話を聞いて

おります。 

  当町では、学習指導要領改訂への対応として、新たに小学校に導入される外国語科の授業

に外国語指導助手、ＡＬＴを増員して指導体制の充実を図っております。 

  また、多忙化解消については、学校や教職員の意見を聞きながら、有給休暇取得促進のた

めの環境づくりなどの工夫等、現在の授業日数の中で改善できる対応策を進めているところ

です。 

  夏休み等長期休業の短縮による授業日数の大きな変更は考えておりません。 

  次に３点目の平和のとうとさが叫ばれている中、広島や長崎など被爆地を訪問する修学旅

行に意味を感じるが、いかがかについてですが、学校教育において平和のとうとさを学び、

国際平和の発展に寄与する態度を養うことは、教育の大切な目的の一つとなっています。そ

の学習の一環として、被爆地を訪問する修学旅行を実施している学校もあると聞いておりま

す。 

  御質問にあるように、被爆地訪問の修学旅行は、教育の目的に沿った意義のある旅行・集

団宿泊的行事であると考えております。 

○議長（飯田桂司君） ８番、須佐議員、質問のほうは簡潔にお願いします。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） わかりました。 

  今御答弁いただきました。ありがとうございます。 
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  本当に小学校の統合のほうは、事務局初め教育長も、私も何度か統合委員会へ参加させて

いただきましたけれども、本当に熱心に取り組まれてよかったなというふうに思っておりま

す。 

  夏休みに関しましても、本当に子供たちにとって夏休みはボーナスみたいなものですから、

これを本当に削るというのは、確かに教員の皆さんも大変だということで、カリキュラムと

かそういう上からの、そういうものがあると思いますけれども、逆にこの観光地だから、何

でしょう、夏休みをもっと延ばして、ほかの人たちが来てくれた後に自分たち、観光地の人

たちは休むわけですから、延ばしてもらうというのが本当ではないかなというふうに私は思

っているところです。 

  また、広島、私はおととしオバマ大統領の鶴を寄贈されたとき見に行ったときに、すごく

子供たち来ていたんです。関東のほうの学校は行かないんですけれども、大体見ていますと

ね。今…… 

○議長（飯田桂司君） 発言制限時間を過ぎましたので、以上で８番、須佐議員の一般質問を

終結します。 

  ここで午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時３５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第３７号 東伊豆町子ども医療費の助成に関する条例の一部を改 

             正する条例 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 議案第37号 東伊豆町子ども医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第37号 東伊豆町子ども医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  子ども医療費助成制度の対象年齢を拡大し、子育て家庭の経済的支援のさらなる充実を図

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、住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） それでは、ただいま提案されました議案第37号 東伊豆町

子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、御説明させていただきま

す。 

  県のこども医療費助成事業費補助金交付要綱の一部が改正され、平成30年10月１日診療分

より、入院及び通院の助成対象を18歳年度末までに拡大されることから、町も子ども医療費

助成制度の対象年齢を拡大し、子育て家庭の経済的支援のさらなる充実を図るため、条例改

正を行うものであります。 

  それでは、新旧対照表により説明させていただきますので、恐れ入りますが、新旧対照表

をごらんください。 

  第２条第１項中「満15歳」を「満18歳」に改めます。 

  改正文をごらんください。 

  附則、第１項、この条例は、平成30年10月１日から施行する。 

  第２項、平成30年９月30日までの診療分については、なお、従前の例による。 

  以上、簡単ですが説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第37号 東伊豆町子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例に

ついてを採決します。 
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  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第３８号 東伊豆町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第３ 議案第38号 東伊豆町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第38号 東伊豆町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提

案理由を申し上げます。 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する国の基準の改正に伴い、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、住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） ただいま提案されました議案第38号 東伊豆町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める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。 

  国の基準のもととなっている就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進

に関する法律で、指定都市の取り扱いが第７項と第10項に追加されたことで生じる条項ずれ

に対応するため、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する国の基準が改

正されたことに伴い、条文の整備を図るため、条例改正を行うものであります。 

  それでは、新旧対照表により説明させていただきますので、恐れ入りますが、新旧対照表
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をごらんください。 

  第16条第１項第２号中「同条第９項」を「同条第11項」に改めます。 

  改正文をごらんください。 

  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行します。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第38号 東伊豆町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第３９号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第４ 議案第39号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第39号 東伊豆町放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由を申

し上げます。 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する国の基準の改正に伴い、条文の整備を図
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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、住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） ただいま提案されました議案第39号 東伊豆町放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説

明させていただきます。 

  今までは教諭となる資格を有する者について、放課後児童支援員の資格者としている規定

でありますが、教員免許更新制との関係でわかりにくい規定となっていたことを踏まえ、教

育職員免許法第４条に規定する免許状を有する者とする規定に改正されました。 

  また、昨年12月に閣議決定された平成29年の地方からの提案等に関する対応指針で、放課

後児童支援員の基礎資格等については、一定の実務経験がありかつ市町村長が適当と認めた

者に対象を拡大することとしており、実践や運営に責任を持たされる職務につくことが想定

されることから、５年以上の実務経験を要件としております。 

  それでは、新旧対照表により説明させていただきますので、恐れ入りますが、新旧対照表

をごらんください。 

  第10条第３項第４号を「教育職員免許法第４条に規定する免許状を有する者」に改め、第

10条第３項に第10号、「５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適

当と認めた者」を加えます。 

  改正文をごらんください。 

  この条例は、公布の日から施行します。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第39号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例についてを採決します。 
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  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第４０号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約に

ついて 

○議長（飯田桂司君） 日程第５ 議案第40号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更す

る規約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40号 静岡県市町総合事務組合規約の

一部を変更する規約について、提案理由を申し上げます。 

  今回の変更は、静岡県市町村事務組合の構成団体である川根地区広域施設組合の脱退に伴

い、所要の変更を行うものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました議案第40号 静岡県市町総合事務組合規

約の一部を変更する規約について御説明いたします。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、静岡県市町総合事務組合の構成団体である川根

地区広域施設組合が平成30年３月31日をもって解散し、静岡県市町総合事務組合から脱退す

ることに伴い、同組合規約を変更するものであります。 

  また、施行は、静岡県知事の許可の日からとさせていただきます。 

  恐れ入りますが、新旧対照表の１ページ目をごらん願います。 

  別表第１、第２条関係は、一部事務組合及び広域連合に関するもので、２ページ目の別表

第２、第３条第１号に関する事務は、退職手当事務に関するもの、３ページ目の別表第２、

第３条第２号及び第３号に関する事務は、公務災害事務に関するものでございます。こちら
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の表からそれぞれ当組合を削除するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１３分 

 

再開 午後 １時１４分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第40号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約についてを採決

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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第４１号 平成３０年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第６ 議案第41号 平成30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） 
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○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第41号 平成30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に6,736万円を追加いたしまして、歳入歳

出予算の総額を51億5,083万4,000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、康心会伊豆東部病院への土地売り払い収入や消防団員

の退職者確定に伴う消防団員退職報償金及び就農支援のための農業次世代人材投資事業補助

金などを増額しております。 

  また、社会福祉費寄付金として１件、御浄財をいただきましたので、御意向に沿って活用

させていただきます。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、伊豆漁業協同組合が実施する稲取漁港直売所整

備事業に対する町単独補助金の増額措置やふるさと納税寄付謝礼の過年度未払い金確定に伴

う増額及びアスド会館のＰＣＢ処理委託料の不足分などを増額しております。 

  その他、早急な対応を要する項目について予算措置いたしたところであります。 

  必要な財源配分を行った後、財政調整基金からの繰り入れ措置をさせていただきましたの

で、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました議案第41号 平成30年度東伊豆町一般会

計補正予算（第３号）について概要を御説明いたします。 

  平成30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に歳入歳出それぞれ6,736万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ51億5,083万4,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  14款国庫支出金、２項国庫補助金、３目農林水産業費国庫補助金、補正前の金額に150万

円を追加し、8,938万3,000円といたします。 
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  １節農業費補助金、細節３農業次世代人材投資事業補助金150万円の増は、歳出にも計上

しております就農支援のための補助金の増額措置であります。 

  16款財産収入、２項財産売払収入、２目不動産売払収入、補正前の金額に217万9,000円を

追加し、217万9,000円といたします。 

  １節土地売払収入、細節１土地売払収入217万9,000円の増は、康心会伊豆東部病院への町

有地売り払いに伴う増額措置であります。 

  17款１項寄付金、２目民生費寄付金、補正前の金額に４万2,000円を追加し、４万3,000円

といたします。 

  １節社会福祉費寄付金、細節１社会福祉費寄付金４万2,000円の増は、チャンジーバンド

代表、古賀廣明様よりチャリティコンサートの収益を町の福祉に活用してほしいとの御意向

で御寄付いただきましたので、今回増額する内容であります。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に6,050万4,000円

を追加し、３億630万4,000円といたします。 

  １節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金6,050万4,000円の増は、今回の補正

における歳入及び歳出予算調整のため、不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  なお、当補正後の財政調整基金残高は６億44万8,000円となっております。 

  ７ページ、８ページをごらん願います。 

  20款諸収入、３項１目貸付金元利収入、補正前の金額に57万6,000円を追加し、76万8,000

円といたします。 

  １節貸付金元利収入、細節１育英奨学金貸付金返還金57万6,000円の増は、繰上償還１名

分の増額措置であります。 

  ４項２目雑入、補正前の金額に220万7,000円を追加し、6,123万3,000円といたします。 

  ６節消防団員退職報償金、細節１消防団員退職報償金199万3,000円の増は、消防団員の退

職者確定に伴う増額措置であります。 

  ９ページ、10ページをごらん願います。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の金額に1,808万9,000円を追加し、

４億7,412万4,000円といたします。事業コード15ふるさと納税寄付推進事業、８節報償費、

細節１ふるさと納税寄付謝礼1,612万3,000円の増につきましては、平成29年度内に支払いが

完了しなかった未執行分について、前年度の予算残額を再度翌年度に予算計上する内容であ
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ります。主に宿泊補助券や複数回記念品を送る定期便などについて、施設利用後記念品発送

後の請求支払いとしているため、年度をまたぐケースがあることから、補正措置をするもの

であります。 

  12節役務費、細節12広告料196万6,000円の増につきましては、本年度に入り、ふるさと納

税寄付が低調に推移していることから、情報誌への掲載やインターネット検索連動広告によ

りＰＲを行うため、増額するものであります。 

  ６目アスド会館費、補正前の金額に1,158万1,000円を追加し、3,270万4,000円といたしま

す。事業コード１アスド会館維持管理事業、11節需用費、細節５修繕料74万8,000円の増に

つきましては、アスド会館の避難路修繕のため増額するものであります。 

  13節委託料、細節９ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託料1,073万3,000円の増につきまし

ては、ＰＣＢの処理量増加に伴う増額措置であります。 

  ９目企画費、補正前の金額に112万6,000円を追加し、4,354万4,000円といたします。事業

コード２交流・定住促進事業、19節負担金補助及び交付金、細節３盆踊り事業費補助金68万

4,000円の増につきましては、交流・定住促進を目的とする７月28日開催予定の盆踊り大会

開催経費に対する補助金の増額措置であります。 

  15目ふるさと納税寄付金、補正前の金額から196万6,000円を減額し、１億12万円といたし

ます。事業コード１ふるさと納税基金管理事業、25節積立金、細節１基金積立金196万6,000

円の減につきましては、先ほどのふるさと納税寄付推進事業の広告料への財源振りかえによ

る減額であります。 

  13ページ、14ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費、補正前の金額に150万円を追加し、

1,106万2,000円といたします。事業コード１農業振興事業、19節負担金補助及び交付金、細

節７農業次世代人材投資事業補助金150万円の増につきましては、就農初期の生活支援のた

めの補助金の増額で、財源は全額国庫補助金となっております。 

  ３項水産業費、２目水産業振興費、補正前の金額に2,600万円を追加し、１億5,036万

2,000円といたします。事業コード１水産振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節12稲

取漁港直売所整備事業補助金2,600万円の増につきましては、伊豆漁業協同組合の事業者負

担5,232万6,000円のうち２分の１相当額を補助するための増額措置であります。 

  ６款１項商工費、３目観光費、補正前の金額に204万9,000円を追加し、１億1,805万5,000

円といたします。事業コード１地域観光振興対策事業、19節負担金補助及び交付金、細節13
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大相撲地方巡業開催事業補助金200万円の増につきましては、10月に開催予定の大相撲東伊

豆場所における開催経費のうち、土俵設営費用相当額を補助するための増額であります。 

  15ページ、16ページをごらん願います。 

  ８款１項消防費、２目非常備消防費、補正前の金額に214万3,000円を追加し、4,048万円

といたします。事業コード１非常備消防事務事業、８節報償費、細節２消防団員退職報償金

199万3,000円の増につきましては、歳入と同じく消防団員の退職者人数確定に伴う増額措置

であります。 

  17ページ、18ページをごらん願います。 

  ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、補正前の金額に61万2,000円を追加し、

2,928万1,000円といたします。事業コード２小学校施設維持補修事業、11節需用費、細節５

修繕料61万2,000円の増につきましては、給食リフト及び消防設備のふぐあい修繕のため増

額するものであります。 

  ３項中学校費、１目学校管理費、補正前の金額に154万2,000円を追加し、3,071万8,000円

といたします。事業コード２中学校施設維持補修事業、11節需用費、細節５修繕料138万

6,000円の増につきましては、給食リフトや非常放送設備等のふぐあい修繕のため増額する

ものであります。 

  19ページ、20ページをごらん願います。 

  ６項保健体育費、２目学校給食費、補正前の金額に65万円を追加し、5,459万5,000円とい

たします。事業コード１学校給食センター事業、11節需用費、細節５修繕料65万円の増につ

きましては、調理室エアコンのふぐあい修繕のため増額するものであります。 

  ７項育英奨学基金、１目育英奨学基金費、補正前の金額に57万6,000円を追加し、76万

8,000円といたします。事業コード１育英奨学基金事業、25節積立金、細節１基金積立金57

万6,000円の増につきましては、歳入で御説明いたしました繰上償還された貸付金返還金を

育英奨学基金へ積み立てるための増額措置であります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず歳入ですが、補正前の額50億8,347万4,000円に6,736万円を追加いたしまして、51億

5,083万4,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額50億8,347万4,000円に6,736万円を追加いたしまして、56億

5,083万4,000円といたします。 
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  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国・県支出金が185万2,000円の増、その他財

源が311万円の増、一般財源を6,239万8,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） すみません、大きくは３点について伺います。 

  まず１点目なんですけれども、基金の概要で取り崩し後の基金残高のことも説明されたん

ですけれども、私、５月の段階で基金残高を確認した段階では４億8,000万円程度だったか

なというふうに思うんで、当然出納閉鎖等の影響があっての報告かなと思うんですけれども、

その辺の御説明を１点伺いたいと思います。 

  ２点目に、総務費の企画でございます盆踊り事業ですけれども、概略的な内容を１点伺い

たいということと、この企画については、町はいつごろからこの企画について掌握していた

のか。また、議会には補助金等の要望等も一切なされておりませんので、事業の金額的な概

算とか、また補助金の根拠というのも図りかねるものですから、この辺についても子細御説

明いただきたいと思います。 

  ３点目に農林水産業費ですけれども、150万、国県の補助ということですけれども、内容

的な問題と、当該該当者等がいるという見込みがあるものか、この辺についての御説明をお

願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず企画費、交流・定住促進事業の関係でございます。町が把握した

のは選挙前でございまして、ちょうど選挙前にこういうことを言われましたもので、当然当

初予算には、選挙がありますもので載せなかったのが現状でございます。基本的には選挙前

に、その辺のあたりでこの企画は聞いております。しかし、選挙がありましたもんで、今回

この補正をさせていただきたいというのが現状でございます。 

  そういう中で、前回、全協で説明いたしましたが、当時、実行委員会の方も来ますよと言

いましたけれども、なかなか時間的なあれもありますし、あったようなんで、とりあえず当

局だけで一応説明いたしますよと言いました。たしか議会のほうにその補助申請がなかった

ことはまた言っておきますけれども、一応そういう状況でございますので、御理解願いたい

と思います。 
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  その中で、今回そのときに企画書という何かが議員の皆さんに渡したと思いますが、やっ

ぱり基本的には、これはあくまでも盆踊りプラスまちおこしの一環という中でやっている中

で、町といたしまして、盆踊りだけが、前回、山田議員からも御指摘があったように、熱川

地区との兼ね合いもあります。そういうことの中で、今後そうやって対応していきます。そ

のまちおこしも含んでおりましたもので、今回やらせていただきました。そういう中で、ま

たそんたくなんかのことも言われました。そういう中で、やっぱり先般の８番議員の言った

ように、これからは広報的なものをやった中で対応していきたい、そう考えているので、御

理解願いたいと思います。 

  基本的には、この事業におきましては、委員会では説明いたしましたが、町以外にもサッ

ポロビールが協賛となっておりますし、さらに、これは書いてませんけど観光協会の若手、

また商工会の若手等もこの実行委員会の中にも入っているようなことも聞きますもので、こ

れは町を挙げての事業という中で、今回補正を上げさせてもらったのが現状でございます。 

  あと、予算的なものは説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） それでは、基金の残高について詳しく御説明いたします。 

  財政調整基金の残高ですが、平成29年度末が７億1,675万2,257円、当初予算で２億4,200

万円の取り崩し、それから補正第２号で380万円、今回の第３号で6,050万4,000円というこ

とで、４億1,044万4,000円の残、それに平成29年度の決算剰余金の積み立てを去る6月13日、

今月の13日に積み立て措置をしております。これが１億9,000万ということで、これを合計

合わせまして６億44万8,257円でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） すみません、農業振興事業の補助金の内容についてですけれ

ども、稲取の山田賢一さんのお宅に農業の経営継承事業で実習に入っておりました西伊豆の

佐藤さんという方が３月に、再生協議会の中で認定を受けまして、この６月１日から新しく、

今度は経営が始まりましたので、それに対する国のほうの助成金ということで、今回補正に

上げさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 盆踊り用の備品と事業費の補助金の内訳について御説明いた



－156－ 

します。 

  備品につきましては、照明、これはちょうちんであるとかそのコード、光を用いた空間の

演出、ＬＥＤマッピングと申しますけれども、それに用いる備品を購入するものです。これ

がＬＥＤマッピングのほうはＬＥＤ等備品、それから照明につきましてはちょうちんのコー

ドであったりとか幹線というようなものを購入いたしまして、次回も使うということで、備

品購入費に計上いたしました。 

  次に、経費の関係なんですけれども、これについては、先ほどのＬＥＤマッピングの操作

にかかわる経費、それから音響関係、照明につきましても工費等がかかりますので、その経

費、やぐらの設置、撤去等です。それと広告宣伝を合わせまして68万4,000円ということに

なります。 

  ちなみに自主財源といたしましては、花火一式、ビニールの幕であったりとか名入れ  

のちょうちん、献花用の花、それから警備員の雇い人料で自主財源が63万円ほど持ち出しと

いうことで伺っております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 基金の概況はわかりました。 

  ２つ目に、農林水産の関係は、これはあれですか、国の青年新規就農支援ということで、

７年間ぐらいの間ある程度続いていくということで理解してよろしいでしょうか。 

  ３つ目の点で、盆踊りの関係なんですけれども、結局のところ総額等、一体、町に対して

いつごろ補助金の要請とかそういうものはあったんでしょうか。状況を見ると、何かほとん

ど町の丸抱えみたいな感じにも見えるんですけれども、この辺はどうなんですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この話があったのは、基本的には選挙前でございまして、私もそのと

き当選するかどうかわかりません。本当はこれは当初予算に載せたかったんですけれども、

やっぱり選挙がありましたもんで、載せません。そのときにある程度町のほうからも助成は

お願いしたいよということは言われております。そのときから一応補助金の関係は言われて

いる状況でございます。その中で、金額的には自主財源として62万8,000円ある中で、一応

町といたしましては、今言ったこの110万ぐらいを助成してやりたいなと考えている状況で

ございますもので、一応そういう助成のお願いは、選挙前この話があったときに、町として

も多少のまちおこしになるもので、助成をお願いしたい、そう言われたところでございます。 
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○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 以前は青年就農資金という制度がこのような名前に今年度か

ら変わりまして、14番議員がおっしゃるとおり、５年間なんですけれども、若手の就農支援

という形で国のほうから交付される内容でございます。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長、そうしますと、昨日の一般質問の中でもあったようなところ

なんだけれども、一つの団体が、多少それがいい計画であったにしても、提案をして、今の

段階で言えば、総額で180万円前後の事業をやるんだけれども、例えばそれが一部町の補助

をするとか支援するということであると、180万円に対して１割とか２割補助するという、

こういうことはまたあるわけですよね。ただ、今回のやつで見ると、いい企画だなといった

ところ、どちらかというと３分の２ぐらいが町がお金を出すんだと、こういうところが補助

金の申請もしっかりあるわけでもなくなっていくと。 

  町長、懸念で言わせていただきますけれども、これはあれですか、これだけの町長のとこ

ろでは補助額をしようということとあわせて、また職員なんかの参加動員もされるというよ

うな扱いで、この事業に対応されるというお考えですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 職員も対応しません、職員は一切出さない予定でいます。しかし、車

とかそういうのは貸す可能性はあります。職員は一切出さないつもりでおります。職員の応

援はない。しかしながら、機材、車とかそういうのは貸す可能性はあります。 

  そしてもう１点、たしか補助率３分の２、これは確かに多い関係もあります。またそうい

う中で基本的には町は２分の１というのが原則でございます。そういう中で多少多くなれば、

この辺は２分の１にしてもうやむを得ないかなと考えておりますけれども、基本的には大変

いい事業でざいますもので、私自身、また彼らの実行委員会のほうで若手がやる気があって、

町を何とかしようという中で、今回全面的に来たものを認めました。しかしながら、やっぱ

り全協でも言ったんですけれども、こういうある程度一定の決まりをつくらなければならな

いということも言われておりますもので、これは須佐議員のときに話したように、そういう

要綱がはっきりとした中で新年度以降はやっていきたい、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（飯田桂司君） ほかに質疑ございませんか。 



－158－ 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） 総務費の中の６目のアスド会館費の中のポリ塩化ビフェニルの廃棄

物、これの廃棄処理委託料1,075万5,000円というふうに出ているんですけれども、これに関

してはどういう性格のもので、何で昨年まではこれはなかったわけで、これが出てきたのか

ということについてちょっと説明をお願いしたいなと思います。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） それでは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託料の経緯に

ついて御説明申し上げます。 

  俗に言うＰＣＢの廃棄物の処分ということで、ＰＣＢ特措法にのっとって、期限を決めら

れて順次処分をしております。アスド会館を町が譲渡された時点で、アスド会館に保管され

ていたＰＣＢの部分ですけれども、電気の安定器の部分に含まれるコンデンサーにＰＣＢが

含まれるということで、それが保管をされておりました。特措法にのっとって順次、日本を

二分した中で、静岡県は西日本に属して九州で廃棄の処理を行っております。平成28年、29

年度においては、教育委員会の部分を処分させていただきまして、今年度になってアスド会

館の処分を行うこととなって、先日実測を行いました。実測を行った時点で、登録をされて

いた重さよりもかなり重量が多かったということで、補正が必要になったと、そういうよう

な経緯となります。１キロ当たりの処分費でいきますと、１キロ当たり大体３万240円程度

かかるということで、かなりの処分の大幅な増があったというふうな内容になります。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） そうしますと、これは今年度だけではなくて、来年度もまた同じく

らいの金額はかかるんだということになるんでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ２カ年にわたって処分をするという予定でおりますので、

次年度も411キロ分ぐらいの処分がかかるということで、やはり1,000万ぐらいのお金がかか

るというふうに御理解願います。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） これは当然ＰＣＢの処分の法律とかそういったものがありまして、

しなければならないんではないかというふうに、それは理解できます。それから量とか置か

れた状況とか。ところが、今までから見ると、こういったものは何か全然問題になってこな
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かったみたいなね、少なくともアスド会館の本館に関してはこれだけあるというふうなこと

は指摘されていなかったし、私どもに示されているのは、アスド会館というのはもう売却の

対象になっていると。自分たちが聞いているのは、平成31年度の春には、新しい学校がオー

プンするんだというふうに初め聞いているわけですよ。そうしますと、これに関しては、そ

の時点ではわからなかったのか。わかっていたとしたら、話し合いで、例えばそれはどちら

の負担にしましょうかとかいうようなことにはならないのか。これはもちろん何も言わなけ

れば、知っていて言わなければ瑕疵責任になりますから、それはまずいとしても、これはい

ずれにせよ来年の春オープンのその買い手の方と話し合いの余地はないのかと。つまり来年

もまた1,200万ぐらいかかるわけでしょう。その辺のあれはどうなんでしょうか、話し合い

とか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この件に関しましては、もうこのアスド会館を売却するには、こうい

うものは全て町が解決する、そういう条件でやっております。それで、最初の段階ですが、

町が保管してきたキロ数は皆さんに説明したやつでございましたけれども、今年新たにやっ

たときちゃんとはかりましたら、今までよりその倍以上、もっと数倍のやつが出たもんで、

今度は一千何百万という、トータルで二千何百万。当初の町が持っていた記録によりますと

１カ所でできるという、それで当初予算でそれは認めてもらいましたけれども、今回はまた

新たに実際問題はかった中でも、それ以上のもの、記録簿以上のものが出てきましたので、

今回こういうやつを補正で上げさせていただいたものでございまして、あくまでもこのＰＣＢ

に関しましては、ｉＺｏｏとの約束の中で、そういうものは一切町が全て解決した中で売却

を行う、そういう話し合いでございますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 経緯でもう少し御説明申し上げます。 

  当初、その安定器等の重量として登録をされていた量が102.4キロというような形で以前

は登録をされておりました。全協でも説明させていただきましたけれども、安定器全体とい

うことではなく、その中に含まれる、ＰＣＢが入っているコンデンサーの部分の重量という

ような形で恐らく登録をされていたんではないかと。日本中いろいろなところで処分の方法

の中で、例えばそのコンデンサー部分だけ切り取って保管をしていたとか、いろいろな経緯

があります。我々のほうで保管されていたのは安定器そのものということで、その部分と。 
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  それから、先ほどアスド会館が売却された場合にというようなことで出ましたけれども、

当初、本当に今年度１年で処分をするという予定でおりました。処分量がこういうふうに増

えたということで、業者側のほうからも提案をされまして、処分量が多いので２カ年に分け

てほしいというようなことでの提案になって、来年度にまたがるというような経緯がありま

すことだけは御理解願います。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 修正案を提出したいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ただいま本案に対する修正動議を提出したいとの申し出が14番、山田

議員よりありました。これより書類の配付を行うため、暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４６分 

 

再開 午後 １時５２分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  議案第41号につきまして、14番、山田議員からお手元に配付しました修正動議が提出され

ました。この動議は、１人以上の賛成者がありますので、成立します。したがいまして、こ

れを本案とあわせて議題とし、審議します。 

  提出者から説明を求めます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ただいま議案第41号 平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第３

号）に対する修正動議を提出させていただきました。 

  朗読をもって提出させていただきます。 

  上記の動議を、地方自治法第115条の３及び会議規則第17条の規定により、別紙のとおり

提出します。 

  平成30年６月15日提出。 
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  東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  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 栗原京子 賛成者 東伊豆町議会議員 藤井廣明。 

  提案理由ですけれども、２款総務費、１項総務管理費、９目企画費の112万6,000円をゼロ

円に減額するものであります。 

  今回の事業については、町の活性化が期待されるが、若い人の企画や提案を公募するなど

公に受け付け、審査するなどの手続や対応はされておりません。提出したＮＰＯの企画だけ

が取り上げられ、予算化されている。また、予算計上額も青少年健全育成活動で取り組まれ

ている奈良本区や片瀬区と大きくかけ離れている。この点から、今後この事業をよく見て、

再検討を私は考えていくべきだと思います。先ほど来の、昨日から、また今日の説明でもあ

りましたように、町長も今後補助金のあり方について見直していくお考えがあるというふう

にも理解しておりますけれども、この企画については、やっぱりいろいろな面から不合理が

生じているので、今回はその事業を見て、その事業をまた見直す点、また生かす点、またそ

ういうことも考えながら、来年度以降、その対象として検討されるべきであると私は考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより修正案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 今提案をされましたこの事業の予算についてでございますけれども、

ここに提案した理由の中には、やはり公募をして補助金をつけるのではないのかという形が

ここに計上されているわけなんですけれども、我が町には、申しわけございませんけれども、

公募型の募集をして、それに補助金をつけるという制度はないわけでございます。ですから、

今の現状のように若い人たちがそれぞれに企画立案したものを町のほうに提案してくる。そ

れに対して町が、やはり若い人たちの育成という形の中で判断を下して補助金をつけていく

と。今はそのやり方が東伊豆町のあり方ではないのかなと思っておりますから、やはり私は

いろいろな手続もあるんでしょうけれども、総体的に我が町の若者の育成という形、そうい

う形を考えますと、この減額に対しては反対でございます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） この間の討論の中でも、非常に町として若い人たちのやる気なり、

そういうイベントなりを公募する方向性を質問者なり、あるいはしてきたと思うんですけれ
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ども、そういうことがなく行われるということに関しても、これは不公平感が一つある。 

  それから、もう一つは、伝統的にずっとやっているところの熱川の方とか、それから片瀬

の方の盆踊りなんかを見ますと、その予算規模というのは本当に微々たる額で、そういう点

での不公平感もまたあるんではないかということで、原案に関しては非常に疑義がある。 

  また、例えば瑣末なことですけれども、盆踊りというからには、これお盆にやるのが普通

なのではないかと思うんですけれども、日にちも全然ね、伝統のお盆というふうな日にちと

は関係なしに行われている。それから、場所に関しましても、たしかあそこは、指名されて

いる場所は、今直売所を建設しようとしている場所なわけで、そこのところにですね、その

前後はちょっとわかりません、どちらが先なのか、設計とか何かありますと、測量とか。直

売所なんかはそろそろ始まるのではないかと思うんですけれども、大体その辺が場所として

そこで恒久的にやりたいんだというふうに説明がありましたものですから、私はこの点に関

してもちょっと計画がずさんなものに対して、町が補助金を出すということに関してはいか

がなものかという形で、この原案に関しては、私は反対したいと思います。 

○議長（飯田桂司君） この場合は質疑ですから、討論ではありませんから。 

○１０番（藤井廣明君） いや、修正案に関しては、私賛成いたしますので、原案に対して反

対いたします。 

○議長（飯田桂司君） 質疑がないようでしたら、これでもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  まずは、原案に賛成する者の発言を許します。賛成する者、当局の案にです。原案に賛成

する者の発言を許します。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 原案に対して賛成者の討論でしょう。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 議会運営上の中でのちょっとトラブルがあったりしているんですけ

れども、それはさておいて、やはり私たちも先ほどのお話があったみたいに、若い人たちを

育てるという原点は大事にしていきたい。しかしながら、そこに我が町も今まで何で公募型

をここで提案するんだったら、初めにもっと前にそういう形を整えて、若い人たちに募集す

る。これはずっと前、私たちが九州のほうに総務経済の委員会で行ったときに、国東市では、

これをやっていたわけなんですよね、もう前になるんですけれども。そういう制度は皆さん

が知っているんだけれども、この町が取り入れてこなかったわけですよ。そこに、それを利
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用しなかったのがおかしいのではないか、私たちはそれが提案されたものに対して内容を精

査できなかったという、この時間的なものは私はないのではないかなと思っております。で

すから、私は、こういった若い人たちが町に企画立案してくる、それを取り上げていく、そ

ういう予算計上についても、私は賛成をさせていただきたいと思っております。 

○議長（飯田桂司君） 次に、原案及び修正案に反対する者の発言を許します。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） では、次に修正案に賛成する者の発言を許します。 

  ３番、栗原議員。 

○３番（栗原京子君） 私は修正案に賛成する立場から意見を述べさせていただきたいと思い

ます。 

  今回のこの盆踊りのことで、先ほど藤井議員のほうから、他の地域でも盆踊りをやってい

て、それと比べてというお話がありましたが、私はこれに関しては、盆踊りという名前では

ありますが、これは違った形のイベント、たまたま盆踊りという形をとったイベントという

認識であります。また、この若い人たちが自発的にこういうイベントを町の活性化のために

やっていこうという声を上げたということは、大変すばらしいことで、応援したいなという

気持ちはあります。 

  ただし、この予算のつけ方、また予算の額については、やはりちょっと不透明な部分とい

うか、賛成できない部分がありまして、これから若い人にはどんどんこういう形で町の活性

化のために手を挙げていただきたいと思いますので、やっぱり正しく予算が運用されるよう

に、今回に関しては修正案に賛成させていただきます。 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０２分 

 

再開 午後 ２時０４分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  今のこの討論に入っているのは、原案に賛成する者、それから修正案に賛成する者という

ことで皆さんから御意見を伺っているんです。交互に伺っておりますので、しっかりと聞い

てください。 
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  次に、原案に賛成する者の御意見ありますか。原案に賛成する者ですよ。 

  １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） 私は原案のほうに賛成の立場で意見をさせていただきます。 

  当委員会のほうでも、町長、担当課より説明がございました。私この金額に対しては委員

会のほうでも言わせていただきましたが、100％納得はしておりませんが、初めてのイベン

ト、町長、担当課長、地域をおこすという形でやるんだということで、私、委員会のほうで

も言わせていただきましたが、今年１年に関してはチャレンジということで、この予算に関

しては認めたというか、委員会のほうではさせていただいたと思います。よって、原案に関

しては、今年度に限りは、私はこの予算については賛成いたします。 

○議長（飯田桂司君） 次に、修正案に賛成する者、御意見ございますか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第41号 平成30年度東伊豆町一般会計補正（第３号）についてを採決します。 

  まず、本案に対する修正案について、起立によって採決をします。 

  本修正案に賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 起立多数です。よって、修正案は可決されました。 

  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。 

  修正議決した部分を除く部分について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願

います。 

  ちょっと暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０７分 

 

再開 午後 ２時０８分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  もう一度確認をいたします。修正案は可決されました。 
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  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。 

  修正議決した部分を除く部分について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願

います。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 起立多数です。よって、修正議決した部分を除く部分については原案

のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程の追加について 

○議長（飯田桂司君） お諮りします。ただいま１番、笠井議員から発議第４号 議案第41号

平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）に対する付帯決議についてが提出されまし

た。この動議は１人以上の賛成がありますので、成立しました。 

  これを日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題としたいと

思います。御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、発議第４号 議案第41号平成30年

度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）に対する付帯決議を日程に追加し、追加日程第１と

して議題にすることを決定しました。 

  資料配付のため暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時１２分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎追加日程第１ 発議第４号 議案第４１号平成３０年度東伊豆町一般会計補正予 
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              算（第３号）に対する付帯決議について 

○議長（飯田桂司君） これより追加日程第１ 発議第４号 議案第41号平成30年度東伊豆町

一般会計補正予算（第３号）に対する付帯決議についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） ただいま上程されました発議第４号について、朗読をもって提案説明

とさせていただきたいと思います。 

  発議第４号 議案第41号平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）に対する付帯決

議について。 

  地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により、議案第41号平成30年度東伊豆町一

般会計補正予算（第３号）に対する付帯決議を別紙のとおり提出する。 

  平成30年６月15日提出。 

  東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  提出者、東伊豆町議会議員 笠井政明。 

  賛成者、東伊豆町議会議員 鈴木 勉。 

  １枚おめくりいただきます。 

  議案第41号平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）に対する付帯決議。 

  平成３０年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）稲取漁港直売所整備事業補助金の執行

に際し、下記事項について厳守を求めるものである。 

  記。 

  １、町は、直売所運営に関し、伊豆漁協協同組合へ次の事項を指導、徹底すること。 

  （１）当町で水揚げ、生産された農水産物や町認定商品を中心に販売すること。 

  （２）商品の生産者・産地表示などＪＡＳ規格や食品衛生法を厳守すること。 

  （３）町内の商店・商店街との連携を図ること。 

  （４）建設及び備品購入等にあたっては、町内業者の活用に配慮すること。 

  （５）地震・津波対策マニュアルを作成し、年に数回、津波訓練を実施すること。 

  ２、農業者・漁業者などの生産者、出品者が増えるよう対策を講じること。 

  ３、役場、漁協直売所周辺の安全・駐車場対策を行うこと。 

  以上、決議する。 
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  平成30年６月15日。 

  東伊豆町議会。 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１５分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

○１番（笠井政明君） すみません、間違いがございましたので、訂正させていただきます。 

  提案書の１の「伊豆漁業協同組合」ですね。すみません、「漁協協同組合」になっていま

すので、訂正させていただきます。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより発議第４号 議案第41号平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）に対す

る付帯決議についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第４２号 平成３０年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第７ 議案第42号 平成30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。 
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  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第42号 平成30年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に145万3,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ13億761万6,000円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、介護保険制度改正に伴うシステム改修並びに地域密着型介護予防

サービスの利用者が当初見込みより増加したことに伴う給付費の増額補正を行うものであり

ます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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42号 平成30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30年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところにより

ます。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ145万3,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ13億761万6,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の額に51万1,000円を追加し、

３億3,248万2,000円といたします。 

  １節現年度分交付金、細節１第２号被保険者介護給付費交付金51万1,000円の増は、介護

予防サービス給付費の増額に伴う法定負担分27％の増によるものです。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 
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  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の額に179万3,000円を追加し、

351万9,000円といたします。 

  13節委託料、細節３システム改修業務委託料179万3,000円の増は、介護保険制度が改正さ

れ、現役並み所得者は８月より３割負担になる等の改正に対応するため、システム改修を行

うものであります。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、３目地域密着型介護予防サービス給付費、

補正前の額に189万1,000円を追加し、236万9,000円といたします。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金189

万1,000円の増は、介護予防サービスの対象となる要支援１、２の介護度の軽い方の中で、

小規模多機能型居宅介護事業所を利用する方が当初見込みより増えたことに伴う増額補正で

ございます。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の額から223万1,000円

を減額し、598万1,000円といたします。 

  25節積立金、細節１介護保険給付費準備基金積立金223万1,000円の減は、一般管理費及び

地域密着型介護予防サービス給付費の増に伴い、財源調整のため積立金を減額するものです。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額13億616万3,000円に145万3,000円を追

加いたしまして、13億761万6,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額13億616万3,000円に145万3,000円を追加いたしまして、13

億761万6,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、特定財源の国・県支出金で70万6,000円、その他で51万1,000円、

一般財源で23万6,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第42号 平成30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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第８ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（飯田桂司君） 日程第８ 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。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  平成30年６月15日。 

  東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  総務経済常任委員会委員長 笠井政明。 

  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、63。 

  付託年月日、平成30年６月14日。 

  件名、静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の実施を求める意見書について。 

  審査の結果、採択です。 

  よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 



－171－ 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより陳情・要望書等の審査報告についてを採決します。 

  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（飯田桂司君） 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９ 意見書案第１号 静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の実施を 

              求める意見書について 

○議長（飯田桂司君） 日程第９ 意見書案第１号 静岡地方裁判所沼津支部における労働審

判の実施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。 

  １番、笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） それでは、朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  意見書案第１号 静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の実施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、国及び関係行政庁に対し、静岡地方裁判所沼津支部にお

ける労働審判の実施を求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成30年６月15日提出。 

  東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  提出者、東伊豆町議会議員 笠井政明。 

  賛成者、東伊豆町議会議員 鈴木 勉。 

  １枚おめくりください。 

  静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の実施を求める意見書。 
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  平成18年４月に開始された労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関

係に関する紛争を、裁判所において、迅速、適切かつ実効的に解決することを目的とした制

度である。その導入以来、全国的に労働審判事件の申立件数は増加しており、労働審判手続

による労働紛争解決の必要性は高まっている。 

  また、労働審判制度は、導入当初、全国の地方裁判所の本庁のみにおいて取り扱われてい

たが、平成22年４月の東京地方裁判所立川支部及び福岡地方裁判所小倉支部に続き、平成29

年４月より、静岡地方裁判所浜松支部、長野地方裁判所松本支部及び広島地方裁判所福山支

部においても取扱いが開始された。 

  しかしながら、静岡地方裁判所沼津支部においては、現在のところ労働審判は実施されて

いない。そのため、静岡県東部地域の住民や事業主が労働審判事件の申し立てを行うために

は、本庁のある静岡市までの交通費や移動時間の負担を強いられることになり、結果として

長期間の争いとなることが多い通常訴訟を静岡地方裁判所沼津支部に提起したり、訴訟外の

争いに発展したり、あるいは申し立てをあきらめざるを得ないなどの事態が生じ得る状況と

なっている。 

  国民に対する司法サービスの提供は、地域間で差があってはならず、国民の裁判を受ける

権利を実質的に保障するためには、地方裁判所の支部において取り扱うことのできる事件を

拡大することが必要である。 

  以上から、当町は、地域におけり司法の充実を図るため、下記事項について可及的早期に

実現されるよう強く要望する。 

  記。 

  １、静岡地方裁判所沼津支部において、労働審判事件の取扱いを開始すること。 

  ２、上記のため必要な裁判官及び裁判所職員の増員、物的施設の整備を行うこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成30年６月15日。 

  静岡県東伊豆町議会。 

  送付先につきましては、国会及び関係行政庁に対し、別紙のとおりになっておりますので、

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  意見書案第１号 静岡地方裁判所沼津支部における労働審判の実施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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 発議第３号 議会改革調査特別委員会の設置について 

○議長（飯田桂司君） 日程第10 発議第３号 議会改革調査特別委員会の設置についてを議

題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） ただいま上程されました発議第３号について、朗読をもって提案説

明をさせていただきたいと思います。 

  発議第３号 議会改革調査特別委員会の設置について。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出いた

します。 

  平成30年６月15日提出。 

  東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  提出者、東伊豆町議会議員 鈴木 勉。 

  賛成者、東伊豆町議会議員 藤井廣明。 

  提案理由。 

  地方分権時代に即した議会運営について調査・研究を行うため。 

  議会改革調査特別委員会の設置について。 

  下記のとおり、議会改革調査特別委員会を設置するものとする。 
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  記。 

  １、名称、議会改革調査特別委員会。 

  ２、設置の根拠、地方自治法第109条第４項及び東伊豆町議会委員会条例第５条第１項。 

  ３、目的、地方分権時代に即した議会運営のあり方を調査研究する。 

  （１）会議のあり方について。 

  （２）開かれた議会運営のあり方について。 

  （３）議員定数について。 

  （４）議員報酬のあり方について。 

  （５）その他議会運営に関すること。 

  ４、委員の定数、12名。 

  ５、設置期間、平成31年第１回定例会までとする。なお、本特別委員会は議会の閉会中も

必要に応じ活動できるものとする。 

  ６、運営経費、15万円以内。 

  議会改革調査特別委員会の委員の名簿は、お手元の資料をごらんいただきたいと思います。 

  私は、この調査特別委員会を設置するについての思いがございまして、述べさせていただ

きたいと思います。 

  少子高齢化や地域経済の…… 

○議長（飯田桂司君） ちょっとお待ちください。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３４分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

○１２番（鈴木 勉君） それでは、ただいま提案をいたしました議会改革調査特別委員会の

設置について、どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより発議第３号 議会改革調査特別委員会の設置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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  お諮りします。ただいま設置されました議会改革調査特別委員会の設置についての委員の

選任については、委員会条例第７条第２項の規定により、お手元に配りました名簿のとおり

指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、議会改革調査特別委員会の委員は、

お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。 

 

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

 

◎日程第１１ 議員派遣について 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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。 
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  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30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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。議会運営委員会所管事務調査については、議会

運営委員会にこれを付託し、調査することに決定しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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30年東伊豆町議会第２回定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時３９分 


