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平成３０年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                    平成３０年９月１０日（月）午前９時３０分開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

    １.  １番 笠 井 政 明 君 

     １）幼小中学校へのエアコン導入について 

     ２）ふるさと納税について 

    ２.  ３番 栗 原 京 子 君 

     １）旧大川グランドホテル駐車場について 

     ２）犬を飼うためのマナーについて 

     ３）自殺対策について 

    ３. １２番 鈴 木   勉 君 

     １）入湯税について 

    ４. １０番 藤 井 廣 明 君 

     １）アスド会館の処分について 

    ５.  ６番 内 山 愼 一 君 

     １）幼小中学校施設の環境整備について 

     ２）アスド会館プールの廃止後について 

     ３）火災等の取り組みについて 

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

出席議員（１２名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 

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

     ６番  内 山 愼 一 君      ７番  飯 田 桂 司 君 
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     ８番  須 佐   衛 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

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

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

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 利 昌 君 

教 育 長 黒 田 種 樹 君 総 務 課 長 梅 原 裕 一 君 

企画調整課長 遠 藤 一 司 君 税 務 課 長 福 岡 俊 裕 君 

住民福祉課長 齋 藤   匠 君 住 民 福 祉 課 
参 事 

木 田 尚 宏 君 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 健康づくり課 

参 事 村 上 則 将 君 

農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 農 林 水 産 課 
参 事 梅 原   巧 君 

観光商工課長 森 田 七 徳 君 建 設 課 長 桑 原 建 美 君 

防 災 課 長 竹 内   茂 君 会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 正 木 三 郎 君 

教育委員会事
務局長補佐兼
社会教育係長 

竹 内 理 恵 君 水 道 課 長 石 井 尚 徳 君 

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 山 田 義 則 君 書 記 吉 田 瑞 樹 君 

───────────────────────────────────────────────── 
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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３回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、お忙しい中、御出

席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本定例会には、専決承認、条例の廃止及び一部改正、平成30年度補正予算、平成29年度一

般会計及び６つの特別会計の決算審査などが上程されております。議員各位におかれまして

は、諸議案ともに十分御審議の上、円滑に議事を進行されますよう切にお願い申し上げまし

て、開会の挨拶とします。 

  ただいまの出席議員は12名で議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成30年東伊豆町議会第３回定例会は成立しましたので、開会します。 

  なお、教育委員会事務局長にかわり、教育委員会局長補佐が本日の会議に出席するとの届

け出がありましたので、御報告します。 

 

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

 

◎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３回定例会の運営につきまして御報告いたします。 

  まず、本定例会には、７名の議員の方より一般質問が通告されております。一般質問の趣

旨をよく御理解いただき、円滑な質疑、答弁がなされますよう御協力をお願いします。 

  また、本定例会では一般質問の時間が60分、質問回数を１回目の通告分を除いて３回以内

とすることが協議決定しておりますので、御協力をお願いします。 

  なお、質問通告者の中で３番、８番、10番、14番議員より掲示板の使用願、８番、14番議

員より資料配付の申し入れがなされております。 



－4－ 

  本定例会の提出案件といたしましては、専決承認が２件、条例の廃止案が２件、一部改正

案が１件、補正予算案が５件、財政の健全化に関する報告が２件、平成29年度一般会計決算

認定及び特別会計決算認定がそれぞれ日程に組み込まれております。 

  さらに、議会からは、防災情報システム整備特別委員会及び議会改革調査特別委員会の中

間報告、各常任委員会の研修計画、議員派遣についての審議も予定されておりますので、よ

ろしくお願いします。 

  なお、財政健全化に関する報告第２号と第３号につきましては、一括議題といたします。 

  条例の改正などにつきましては説明資料等により、簡潔でわかりやすい要点説明とし、ま

た、補正予算の説明につきましては、一般会計でおおむね100万円以上、特別会計でおおむ

ね50万円以上で説明すること。また、会計管理者の決算概要の説明につきましては、歳入で

は款、項、収入済額、不納欠損額、収入未済額、歳出では、款、項、支出済額、翌年度繰越

額、不用額とする。水道課長の説明につきましては、従前どおりとすることが協議決定され

ましたので、当局の皆様もよろしくお願いします。 

  平成29年度の決算認定につきましては、２つの特別委員会を設置し、付託案件の御審議を

いただくこととなりますが、各特別委員会の委員構成は、一般会計が文教厚生常任委員会所

属の委員、特別会計は総務経済常任委員会所属の委員となっております。 

  また、一般会計の審査におきましては、課ごとで行うことが協議決定しておりますので、

御協力をお願いします。 

  決算の大綱質疑につきましては、一括上程後に提案理由の説明を受け、会計管理者並びに

担当課長の概要説明が終了した後、一般会計決算審査特別委員会に所属の委員が６つの特別

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

出していただき、内容は款、項、目の事業に関する大綱質疑にとどめ、持ち時間は１人30分

以内、質問回数は２回までとさせていただきます。 

  大綱質疑の通告用紙につきましては、既に皆様に議案とともに配付してございます。受け

付けは本日から事務局で行いますが、締め切りは９月12日午前11時30分までとさせていただ

き、その後、議会運営委員会を開催します。 

  ９月13日の議会は午後１時から開会し、大綱質疑を行う日程となっております。 

  また、決算審査特別委員会の報告は９月27日とします。 

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期につきましては、本日から予備日も含め、９

月28日までの19日間とさせていただきます。 



－5－ 

  最後になりますが、議会運営委員会の所掌事務調査に関し、本会議の会期日程等の運営に

関する事項については、閉会中の継続審査としたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  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。 

 

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

 

◎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。 

  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９月28日までの19日間としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、会期は19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。 

  議会閉会中に提出されました例月出納検査の結果に関する報告及び平成29年度の各会計の

決算審査意見書につきましては、既に送付しました。 

  また、議長の出席した会議等の報告及び議員派遣の結果については、お手元に資料を配付

しました。 

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

  これ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） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成30年第３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。 

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

町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  今年の夏は、日本の広い範囲で記録的な暑さが続き、災害レベルの高温が各地で観測され

ました。気象庁の異常気象分析検討会では、西日本豪雨や国内観測史上最高を更新した猛暑

を「異常気象の連鎖」と総括いたしました。 

  ６月28日から７月８日にかけて、活発化する前線の影響で、近畿や四国を中心に記録的な

大雨が続きました。各地で土砂崩れや河川の氾濫が相次ぎ、西日本の広範囲を襲った豪雨の

死者は220人に上り、平成に入って最悪の豪雨災害となりました。お亡くなりになられた
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方々への御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様方に心よりお見舞い申し上

げます。また、被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。 

  さて、最近の経済状況につきましては、内閣府が先月発表した４月から６月期国内総生産

（ＧＤＰ）速報値によれば、物価変動を除いた実質ベースの経済成長率は年率1.9％となり

２四半期ぶりにプラスとなりました。個人消費が持ち直したほか、企業の設備投資も堅調に

推移したことが要因とされております。 

  このような経済状況の中、大手旅行会社の今年の夏休みの旅行動向調査によれば、企業に

よってはお盆休みが８月11日から16日までの６連休、あるいは19日までの９連休など、一律

に決まっている場合も多いと考えられておりました。 

  さらに昨今では、働き方改革推進や労働環境の見直しが進められていることから、連続休

暇取得への後押しが広がりを見せているものと、観光地にとりましては期待を寄せていたと

ころであります。 

  さて、当町の入湯客の入り込み状況を見ますと、平成30年度の３月から６月までの４カ月

間の状況は、前年対比マイナス5.9％、人数で１万5,055人の減となっておりますが、減少分

の内、複数の宿泊施設の廃業の影響によるものが、およそ４分の１を占めております。また、

格安均一価格の宿泊施設の集客に陰りが見られていることも減少の一因となっております。 

  また、今年の７月から８月の夏の繁忙期は、連日の猛暑による熱中症の蔓延、豪雨災害の

水害報道による海離れ、さらに台風などが影響し、身近な関東圏の大型テーマパークに集中

するなど、足どめされている傾向があり、厳しい状況ではないかと伺っております。 

  秋の行楽シーズンに向けて関係機関と連携を図り、細野高原のススキイベントに全力で取

組み、誘客に努力してまいりたいと考えております。 

  次に、今定例会で御審議いただく各会計における29年度決算概要につきましては、会計管

理者並びに担当課長より上程時に説明いたさせますが、一般会計では、歳入総額52億2,212

万7,000円、歳出総額50億171万円となり、歳入歳出差引額は２億2,041万7,000円でございます。 

  翌年度に繰り越すべき財源がなかったため、実質収支額も２億2,041万7,000円でございま

す。さらに、実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定により、１億9,000万円を財

政調整基金に積立措置いたしております。 

  なお、歳入の根幹をなす町税の29年度決算における収納状況は、現年課税分が95.36％、

現年課税分と滞納繰越分を合わせた町税全体の収納率は89.02％となり、収納率は前年度を

1.47ポイント上回る結果となりました。静岡地方税滞納整理機構及び賀茂地方税債権整理回
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収協議会との連携により、効率的かつ効果的な滞納整理が行われた結果と捉えております。 

  一方、課税面では、雇用情勢の緩やかな改善など、景気回復の兆候が若干ではありますが、

個人住民税に反映される結果となった一方、人口減少社会の中で、地価の下落に歯どめがか

からない状況が続いており、土地を中心に固定資産税が低迷する結果となりました。 

  次に、本年度の町の表彰につきましては、各団体等から推薦していただいた方々を町表彰

審査委員会に諮問をいたしたところ、功労者１名、有功者２名を推薦する旨の答申をいただ

きましたので、来る11月３日の表彰式において表彰することを決定いたしました。議員各位、

町内各機関の関係者並びに歴代受賞者の方々におかれましては、御臨席を賜り、受賞者を祝

福していただきたいと存じます。 

  次に、防災関係ですが、７月に西日本を中心に線状降水帯の活発な活動により、河川の決

壊、氾濫による浸水被害や、土砂災害により多くの人命、家屋が失われる西日本豪雨災害が

発生いたしました。 

  県からの職員派遣要請に基づき、７月20日から７月28日までの第４陣に防災課職員が、広

島県呉市に赴き、主に避難所支援の業務に携わってきました。 

  風水害に対する職員派遣は、今回初めてのことでありましたので、職員が被災地で得たこ

とを、今後の当町における風水害、土砂災害対策に生かしてまいりたいと考えております。 

  また、今回の西日本豪雨災害においては、ハザードマップに危険区域として示されていた

地域が、被災したということがありますので、住民の皆様におかれましては、各家庭に配布

されている防災マップをごらんいただき、自宅周辺にどのような災害が想定されているか、

再確認するとともに災害への対策、備えをお願いいたします。 

  次に、昨年11月、国において、東海地震に対する地震対策が見直され、南海トラフ地震に

関連する情報（臨時）に基づく対策に変更となったことから、去る９月１日防災の日に、南

海トラフを震源とする突発型の大規模地震を想定した総合防災訓練を実施いたしました。 

  訓練当日は、想定される国が発表する臨時情報に基づき、事前の準備、警戒体制に続き、

地震発生の流れに従い、幼稚園児から高校生を含む住民及び自衛隊員など、1,763人が参加

し、各自主防災会単位での津波避難訓練、応急救急訓練、消火訓練、炊き出し訓練などを実

施いたしました。御協力をいただいた防災関係団体等の皆様には、心より感謝申し上げます。 

  防災訓練を通じ、住民一人一人が自主的に率先して行動がとれるよう、また、地域の防災

力の向上が図れるよう、自主防災会と連携、協力していきたいと考えております。 

  次に、消防関係ですが、８月４日及び９月２日に発生した奈良本地区の住宅火災では、消
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防署、消防団による懸命の消火活動にもかかわらず、尊い命が奪われましたことは、大変残

念であり、御家族に対しましては、心からお悔やみを申し上げます。 

  町といたしましては、今後も消防署と消防団の連携を密にし、消防力の充実、強化を図っ

てまいります。 

  次に、企画関係ですが、平成14年にＮＴＴ労組から譲渡されましたアスド会館につきま

しては、従前より活用方策を検討してまいりましたが、このたび河津町にて爬虫類動物園

「ｉＺｏｏ」を経営する静岡市のレップジャパンから、動物飼育者の養成施設として活用し

たいとの申し入れを受け、協議を重ねてまいりましたところ、諸条件が整い合意に至りました。 

  つきましては、今定例会におきまして会館の設置及び管理に関する条例を廃止し、財産の

処分を行う議案を提出いたしますのでよろしく御審議をお願いいたします。この教育機関が

開設された後は、100名を超す若者達がこの町で学ぶことになり、教育面、経済面さらには

地域コミュニティに関しても活性化が図られるものと大きな期待を寄せております。 

  平成15年に稼働を開始いたしました町営の風力発電施設は16年目を迎え、老朽化によるふ

ぐあいの発生が顕著になってまいりました。平成28年度は、２基の長期間停止が続き大幅な

減収になりました。29年度は２基での運用を余儀なくされ、30年１月に入って、２号機に故

障が発生し、部品を交換して対処いたしましたが、復旧には至りませんでした。 

  ２号機の復旧には高額な費用と工期が長期間にわたるため、復旧を断念し１基で運用せざ

るを得なくなりました。そのため本年度の風力発電特別会計の運営に一般会計からの繰り出

しによる補塡をいたすことになり、補正予算に計上させていただきましたので、御審議をよ

ろしくお願い申し上げます。 

  今後の発電所の運用につきましては、エコリゾートタウンのシンボルを残すべく、民間企

業と共同で新たな事業展開について検証を行っておりますので、御理解と御協力をお願いい

たします。 

  今年で14回目を迎えた「夏休み風車見学会」を８月４日から15日までの12日間、毎日午

前・午後に開催し、地球温暖化防止・再生可能エネルギーの活用等について啓発活動を行い

ました。１基のみの稼働となってしまいましたが、期間中の参加者は146人で、町外からの

参加者が98.6％を占め、観光的な効果にも寄与できたものと考えております。なお、開催に

先立ち７月21日には、風力発電所進入路及び風車周辺の草刈り等を町職員がボランティア活

動で実施し、来場者の安全対策及び観光地としての景観保全に協力をいただきました。 

  ８月13日には、姉妹都市の長野県岡谷市の、第49回岡谷太鼓まつりに招待され、行政・議
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会・関係団体の14名が岡谷市の姉妹都市であります群馬県富岡市・岡山県玉野市と共に交流

事業に参加し親睦を深めてまいりました。本年は好天に恵まれ、まつり会場は多くの来場者

でにぎわい、勇壮な300人揃い打ちの太鼓を堪能させていただきました。 

  芝浦工大の学生による東海汽船事務所の改修事業は３年目を迎え、昨年に引き続き２階部

分の改修を進めております。このフロアには、ものづくりを楽しめる空間にカフェを併設し、

町民が気軽に立ち寄れるスペースを目指しております。また、都市部に拠点を持つワーカー

のリモートオフィスやサテライトオフィスなども視野に入れた内容としています。夏休み中

には延べ２週間の長期施工を行い、完成が近づいてまいりました。空き家利活用推進協議会

の御協力を得て、よりよいものが完成することを期待しております。 

  次に、住民福祉関係ですが、交通安全関係では、７月11日から20日まで、夏の交通安全県

民運動が実施され、11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。御参加いただいた関係各位にお礼を申し上げますとともに、秋の全

国交通安全運動が、９月21日から30日まで行われますので、関係各位には重ねて御協力をお

願い申し上げます。 

  福祉関係では、伊豆ヘルスケア株式会社より、里の朝市で開催したバザーによる収益金の

一部３万円を福祉のためにと御寄付いただきました。心より御礼申し上げますとともに、有

効に活用させていただきたいと存じます。 

  また、平成30年７月豪雨災害義援金を役場住民福祉課、熱川支所、保健福祉センターに募

金箱を設置し、12月31日まで受け付けております。日本赤十字社を通じて、被災された方々

にお届けしますので、皆様の温かい御支援をよろしくお願いいたします。 

  次に、健康づくり関係ですが、国民健康保険加入者を対象とした特定健診を、６月11日か

ら９月６日までの21日間、生活習慣病の早期発見、重症化予防を目的として実施いたしまし

た。受診者は1,168名となっておりますが、受け忘れた方を対象とした追加健診の実施や、

既に病院や人間ドックで受けている方からの健診結果の提出のお願いに加え、個別健診を実

施して受診率の向上に努めてまいります。 

  また、11月18日の日曜日には「健康福祉ふれあい広場」を開催いたします。町民の皆様の

健康づくりに役立つようなさまざまなブースを計画しておりますので、大勢の皆様の御来場

をお待ちしております。 

  介護保険関係では、各介護予防教室を４月から５教室開催しておりますが、７月末までで

延べ545名の方が参加され、介護予防に努めていただいております。 
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  ８月22日に安心見守りネットワーク協力機関28社に御出席いただき、見守り活動の報告や

意見交換を行う連絡会を開催いたしました。また、９月20日には高齢者声かけ訓練を実施す

る予定であります。協力機関との連携により、介護サービスの利用や病院受診に結びついた

ケースなど、見守り活動が町民の安心、安全な生活につながっております。今後とも地域に

おける見守り体制のなお一層の充実を期待するものでございます。 

  次に、建設関係ですが、今後、想定される南海トラフ巨大地震を初めとする地震・津波災

害に加え、台風による風水害、土砂災害等、町内で発生する災害に対し、土砂の撤去などの

道路啓開、早期ライフラインの復旧に資することを目的に、このたび東伊豆建設業協会、東

伊豆町造園事業組合、静岡県測量設計業協会の三団体と災害協定を締結いたしました。 

  この協定締結により、ライフライン等の復旧に迅速な対応が図れるものと考えております。 

  次に、農業関係では、「東伊豆海のみえる農園」で７月21日には利用者の皆様と地域の

方々、運営協議会の委員や町の職員らが参加し、総勢55名で共同作業や交流会を行い、親睦

を深めました。また、８月24日には「栽培講習会」を開催し、賀茂農林事務所の技術職員を

講師に招き、秋冬野菜についての技術指導をしていただきました。 

  今後も、魅力ある農園とするため、利用者のさらなる確保に努め、交流人口の拡大を図り

移住定住にもつなげていければと考えております。 

  来年の秋、開催が決定した「全国農業担い手サミット静岡県大会」の運営委員会が発足し、

賀茂地域の運営委員長に当町の農業経営振興会の会長が選任されました。当町にて行われる

予定の現地研修会や地域交流会の受け入れ準備が始まりますので、町としてサポートをして

まいります。 

  新制度における農業委員会活動の利用状況調査が「農地利用最適化推進委員」により本格

的に始まりました。町内の全農地を対象に約40％の調査が終了しております。遊休農地の発

生や違反転用を防ぐため、地域の農地利用の最適化に向けて現地調査に回っております。 

  水産振興関係では、８月３日には伊豆漁協稲取支所でマダイの稚魚の放流が実施されまし

た。本年度は、岡谷市の児童交流の行事に合わせて行われ、岡谷市の児童60人が稲取漁港で

１万5,000匹の稚魚を放流いたしました。 

  ７月25日に「稲取漁港直売所」の建設工事が伊豆漁協で入札され、８月21日に起工式が行

われました。来春４月のオープンに向けて本格的に工事が進められております。港の朝市を

含めた庁舎周辺の安全対策等について、本定例会に関連する予算の補正を計上させていただ

いておりますので、よろしく御審議をお願いいたします。 
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  次に、観光イベント関係ですが、７月22日には本格的な夏の訪れを告げる熱川海上花火大

会が開催されました。日曜日の開催でしたが、リピーターが多いイベントであることから、

各宿泊施設は多くの宿泊客でにぎわいました。 

  また、熱川温泉では夜の温泉場ににぎわいを創出することを目的に８月10日から３日間の

予定で、工学院大学の学生によるキャンドルナイトとビアバーのイベント、「ニューサマー

フェスティバル」が行われました。あいにく３日目は天候不順のため中止となりましたが、

多くのお客様に楽しんでいただくことができました。 

  次に、商工関係ですが、リフォーム振興事業補助金につきましては、７月末までの申請件

数は29件で、補助金額が523万円、補助対象工事費が3,660万円となり、昨年同時期と比べて

３件の増となっております。新築住宅等の建設件数が伸び悩む中、建築関連業界全体に波及

する経済対策としても有効であり、対象工事費の20％、最大20万円が補助される大変有利な

制度となっておりますので、引き続き多くの町民の方に活用いただければと思います。 

  次に、創業支援と設備投資に関する支援制度についてですが、町内で新たに事業を開始す

る個人及び法人に対し、創業に関する費用の３分の２、最大100万円まで補助する制度を６

月末から新たに開始しております。 

  また、生産性向上特別措置法に基づき、生産性の向上を目的に設備投資をする個人及び中

小企業が、固定資産税の減免や資金調達の際の債務保証に関する支援及び一部補助金におけ

る優先採択を受けるための前提となる、東伊豆町先端設備等導入計画について６月27日に経

済産業省より同意を受けました。これらの制度の内容については、観光商工課、または商工

会にお問い合わせいただき、積極的に御活用いただきたいと思います。 

  次に、教育関係ですが、町立図書館の開館20周年を記念して、平成24年度から始めた開館

記念イベント「図書館フェスティバル」も本年で７回目を迎え、７月29日に「ワールドフェ

スタ～図書館エアラインで世界旅行～」とテーマを設定し、稲取高等学校生徒や多くの町民

ボランティアの御協力を得て開催いたしました。本年は、子供ダンス教室やお話しマラソン、

さらに、図書館視聴覚教室を飛行機の機内に見立て、北米・中米・アフリカ・アジア各国の

歌や文化に触れ、世界一周旅行を体験する催しが行われ、幼児からお年寄りまで442名の町

民の皆様に御来館いただきました。今後も、このようなイベントを通じて、図書館を身近に

感じていただき、多くの皆様に役立ち、そして、親しまれる図書館を目指すとともに、利用

者の利便性の向上に取り組んでまいります。 

  長野県岡谷市との姉妹都市児童交流事業を、８月２日・３日の２日間、当町にて実施いた
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しました。猛暑が心配され、一部内容を変更して行われましたが、東伊豆町からは、小学校

５年生41名が参加し、岡谷市児童・生徒61名の参加者とともに、真鯛の稚魚放流体験や伊豆

アニマルキングダムと熱川バナナワニ園の施設見学を行いました。また、宿泊場所の庁舎１

階会議室において、岡谷市リーダーズクラブによる数多くのレクリエーションを行い、交流

を深めるとともに有意義なひとときを過ごすことができました。 

  本年も中学校総合体育大会が行われ、熱川中学校では２団体２種目、稲取中学校では個人

４人２種目において、県大会に出場する活躍を見せました。さらに、熱川中学校では新体操

男子１名、稲取中学校で陸上男子１名・女子１名、新体操１団体６名と個人２名が県大会に

出場いたしました。 

  次に、水道事業関係ですが、稲取地区への水源確保のため、３号井戸付近に平成27・28年

度の２カ年で掘削した２つの水井戸において連続揚水し、既に稼働済みの３号井戸と相互に

及ぼす影響について調査する水源調査を７月30日から２週間実施しましたが、水位も余り下

がらず水源確保に明るい兆しが見えてまいりました。 

  現在、水道ビジョンの経営戦略及び施設整備計画を策定中ですが、特に白田浄水場の更新

問題、水源の活用方法について、今後の方向性が決まりましたら、議会の皆様と協議したい

と考えております。 

  次に、賀茂地域広域連携会議専門部会（水道事業）における財務会計システムの共同化に

ついてですが、７月10日、賀茂地区１市４町（下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎

町）は、クラウド技術を活用した「水道事業等財務会計システム共同化の実施」によるコス

ト削減、業務の効率化、災害対策の充実などを図るため協定書を締結いたしました。今後、

平成31年４月実施に向けて具体的な取り組みを進めてまいります。 

  また、今後の経営環境の変化を見越した広域化等と組み合わせながら、水道事業の持続的

な経営を確保していくために、よりよい方策を考えていきたいと思います。 

  結びに当たりまして、朝夕は大分過ごしやすくなったとはいえ、まだまだ厳しい残暑が続

くと思われますので、町民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、御活

躍されますよう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 
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○議長（飯田桂司君） 日程第５ 一般質問を行います。 

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

除いて３回以内となっておりますので、御協力ください。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員の第１問、幼小中学校へのエアコン導入についてを許

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） おはようございます。 

  私の一般質問は、通告どおり２つの質問になっておりますので、また御答弁のほうを、よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、１問目の幼小中学校エアコン導入についてお伺いをいたします。 

  この夏、先ほど町長の諸般にもありましたが、かなりの夏、猛暑続きで、全国的に異常気

象という形になっております。それに伴い、全国的に小学校・中学校のエアコン導入が早急

な課題となっていますが、当町の取り組みについてお伺いをいたします。 

  １つ目、現在までに検討されてきた経緯を教えてください。 

  ２つ目、導入に関して町長のお考えを教えてください。 

  ３つ目、通学時の熱中症対策は何か考えているか。 

  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、幼小中学校へのエアコン導入についは３点の質問

からなっています。２点目は私への質問ですので２点目は私が答弁いたしまして、１点目と

３点目は教育長が答弁いたしますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  それでは、２点目の導入に関しての町長の考えについてですが、町といたしましては、こ

れまでも、子供たちが学ぶ学校、幼稚園の普通教室にもエアコンの設置が必要であるとの考
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えに立ち、導入時期を検討しておりました。 

  この７月に、学校の教育活動において児童が死亡する事故が発生するなど、さらに熱中症

の事故防止の対策が急がれる状況となっております。 

  国におきましても、夏の猛暑対策のため、学校への空調設備設置の予算を盛り込むとの話

を聞いております。 

  町といたしましては、国の動向を注視しながら、来年度、町内幼稚園、小中学校の普通教

室にエアコンを設置する方向で検討を進めてまいりたいと思っております。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） それでは、笠井議員の第１問、幼小中学校へのエアコン導入につい

ての１点目、現在までに検討されてきた経緯は及び３点目の通学時の熱中症対策は何か考え

ているかは関連がありますので一括してお答えします。 

  本年７月に、先ほど町長からお話がありましたが、愛知県において小学校１年生の児童が

校外学習後に熱中症によって死亡するという痛ましい事故が発生しました。その事故を受け

て、文部科学省より熱中症事故防止に万全の対策を講ずるよう通知がありました。 

  教育委員会では、早急に熱中症防止対策としての教室環境改善が必要であると考え、８月

に稲取幼稚園預かり保育の教室において、試験的に移動式スポットクーラーを設置して効果

を検討いたしました。廊下より２度程度温度が下がるものの、教室内の温度を十分に下げる

までには至らず、排熱処理方法や動作音などの課題があることがわかりました。 

  それを受けて、現段階では、幼稚園・小中学校の普通教室に室内設置型のエアコンを導入

する方向で必要経費等の検討を行っているところです。 

  次に、通学時の熱中症対策についてですが、これまで学校ごとに睡眠時間の確保と朝食の

摂取や健康状態のチェックを家庭にお願いしたり、水筒を持参し、通学途中でも小まめに水

分を補給するよう指導したりしています。 

  ２学期が始まってからも気温の高い日がありますので、ぬらしたタオル等を首に巻くなど

の対処方法の啓発や、下校時の指導として水筒への水の補給を促すこと、日陰をうまく使っ

て休憩をとることなどを指導していきたいと思っております。 

○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） 御答弁ありがとうございます。 

  来年度の設置に向けて前向きに進んでいただいているということは、とても嬉しく私個人
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も思っております。ぜひ進めていただきたいと思います。 

  ただ、先ほど町長がおっしゃっていましたが、国の動向を見ながら来年度設置ということ

で、確かに国のほうも緊急対策で、もうエアコンの設置は必要だということで、予算化のお

話は出ていたと思います。 

  ただし、私が１つ、そのニュースを聞いたときに疑問に思っていることは、全国の学校の

エアコンの設置率です。今、全国の設置率が約50％、49.7％ぐらいだったと思います。これ

を来年度、やはり今年これだけ暑くなって、死亡事故も起きていますとなったときに、全国

で一斉にエアコンを導入する。この伊豆半島内でも近隣の市町、来年度設置をするとニュー

スでも報道されております。 

  この全国の学校、市町村が一斉に国へ予算を請求した場合ですけれども、やはり国家予算

としてはかなりの金額の予算をとらなければいけないんではないかと私個人は考えておりま

す。 

  それで、じゃ、やりますよと言ったところで、今のところ具体的に話はまだ何も出ていな

いと思います。 

  私は提案したいのは、国の予算を待ってやるという場合、メリットとしてはコストが、導

入コストですね、当然、補助金が入りますので少なくて済む。それは町にとっては非常にメ

リットはあると思いますが、やはりデメリットは導入時期だと思います。 

  今年はこれだけ暑かったけれども、来年はまた、もとに戻るということはないと思います。

むしろこのまま変わらずという考えのほうが一般的かなと私は思っております。 

  そこで、町長にもひとつお伺いをしたいのが、国の動向を待つということでしたが、来年

度、もしこの予算がとれなかった場合は、どのように来年度設置を考えているか、ひとつ教

えていただきたいと思います。 

  ２つ目は、こちらは教育委員長のほうになりますが、移動式のエアコンをとりあえず仮設

で１回入れてみて検証したということなんですけれども、温度が下がらなかったよというこ

とですが、これに関して、実証していただいたことに関しては非常にありがたく思っており

ます。ただ、移動式のエアコンに関しても、先ほど言ったように、温度が下がり切らないと

いうことは重々実施がされています。 

  早急に設置をしていただきたい理由としてですけれども、文献を調べてみますと、温度が、

気温が１度上がると学習効率が下がるという研究結果が出ております、実際問題でですね。 

  ここにちょっと資料を僕は用意しているんですけれども、文部科学省も2009年、ちょっと



－17－ 

古いですけれども、大阪府のデータがあります。2009年にエアコンを導入して、全国の正答

率というものを１とした場合、2009年に大阪府の茨木市での平均回答は0.996、ほぼほぼ全

国平均なんですけれども、これを導入してから、年数がたって７年後、2016年になったら

1.068というふうな形で、中学校ですけれども、学習が増えております。 

  もう一つ、これはアメリカの検分ですけれども、平均気温が約0.6度、向こうは華氏とい

う形でとりますけれども、日本でいうと温度で、0.6度上がると学習能力は0.032下がると言

われています。0.032下がるんですけれども、エアコンを導入するとそのうちの0.025、これ

が穴埋めができるという形になって、学習能力が下がっていくということは、エアコンを設

置することによって効率は上がるという結果が出ております。 

  なので、ぜひ、早目にやってあげることによって、その子供たちの生涯年収というのも変

わってくると私は考えております。これは大学のほうでも非常に検分としては面白い題材で

あるので、調べていただければと思うんですけれども。年間で7,000万ドルとかの、生涯年

収にして7,000万ドルの価値が失われていますよとかいうのがありますので、エアコンの優

位性というのは非常にあると思っております。 

  また、町長も御存じかもしれませんが、南伊豆町は夏前にエアコンを導入していますよね、

小学校に。これは南伊豆の町長と、あと議員にもお伺いをしたんですけれども、導入したと

きにどのような効果がありましたかということで、一番びっくりしていたことは、夏、今ま

で休み時間に子供たちが外に出たがらなかったのが、外に出るようになったと。要は出てい

る子供の数がふえたよと。それで、これは何だろうねという話をされていました。 

  直接的な部分は子供たちなので、やはり子供は外で遊びたいんですよね。だけれども、学

校に教室にエアコンがあれば、戻ってきて涼めるという環境があるので、そこが促している

だろうという結果ではないかということです。 

  ですので、こういうメリットがたくさんあります。確かにコストの部分、ランニングコス

ト等もかかってきますけれども、早急に入れていただくということが、やはり早いかなと思

います。 

  それで私の提案としては、ふるさと納税です。ふるさと納税のうちの約40％弱は教育に使

ってくださいという形で来ているはずです。ここの部分をやはり今使うべきではないかと私

は提案いたします。もう来年の夏前に、やはり小学校・中学校・幼稚園、この部分に導入を

すべきではないかと思いますので、そこの部分、町長にお伺いをしたいと。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 
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○町長（太田長八君） 当然、笠井議員が質問したように、来年最悪のことを考えなければい

けないと私は考えております。そういう中で来年は冷夏になる可能性もありますけれども、

基本的には、最悪、今年のような猛暑を考えた中で行政運営していきたいと考えております。 

  先般、東京に行ったときに、勝俣代議士に会ってまいりました。勝俣代議士、これに大変

熱心にやってくれております。国におきましても、施設整備化で2,400万、今年の３倍か４

倍の金をとったと。必ず、大体全学校に配布できるようにする予算措置をとってあるから、

これぜひともやっていただきたいと言われておりますので、町としてもこれは絶対やってい

きたいと考えております。 

  その中で今、自分の頭で、これから財政と相談しますけれども、12月に補正予算で設計費

を計上していきたいなと考えております。遅くとも12月、３月……。12月ですね。12月の定

例会議に補正予算を計上していきたいかなと考えております。何にしろ、来年はそれに向け

ていきたいと考えております。 

  基本的には昔は子供たちはこんな猛暑なんて考えていなかった。朝はもう平気で学校に。 

  確かに教育だけじゃなく事務におきましても、この暑さが続けば事務能率は下がりますし、

当然学習の面も下がる。これはもう当然だろうと考えておりますので、町としましても、で

きるだけ子供たちに快適な環境を、これは提供していきたいと考えております。 

  そういう中でやはり基本的には一番最初は、笠井議員は不満に思うかもしれませんけれど、

国の動向を注視してやりますと、これをやらないとしても自分はやるつもりでおります。 

  と申しますのは先般言ったように、南伊豆はふるさと納税を使った中でこれをやったと聞

いておりますし、今、笠井議員が提案されましたこのふるさと納税金、確かに教育・子育て

の中で金額ですね、１億6,000万円近くありますもので、これは活用していきたいと考えて

おります。 

  しかし、基本的には私は、来年の猛暑７月、８月ということでは間に合わせて、７月が間

に合うような方向でやっていきたいと考えている。 

  この時期的な問題を見た中で、国のほうもこれ補正予算で対応するというふうなことも一

応新聞には書いておりました、この中で。当初予算では必ずやると。しかし、この補正予算

で対応していきたいとも考えております。 

  国の動向もちゃんと注視した中で、やっぱり一番いいのは国の予算を受けた中でそれをや

っていく。それが一番私はベターだと考えておりますので、その方向でいきたい。しかしな

がらそういうことが、もし漏れた場合は、当然ふるさと納税金を使った中で子供たちのこと



－19－ 

はやっていきたいと考えております。 

  そういう中で早急にこの辺は、また国のほうに当然要望活動をしなければならないと考え

ております。時期を考えた中で、施行時期は春休み中の３月にやるのが一番でございますか

ら、国に対しましてこの補正でやっていただけるよう、これは町としても、また議会として

も国のほうに要望していただければ大変ありがたいと思います。 

  基本的には第一には国の動向を注視して、国の財源を使った中でエアコンを設置していき

たい。そして、その後もし可能でなければ、今提案されたふるさと納税を使った中でこれは

やっていきたい。町はそういう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 笠井議員さんから、教室温度と学習効率、それから生涯の収入にか

かわるような研究の成果等の御紹介がありましたが、私のほうからは、教室環境をどのよう

にしていったらいいかという指標として、学校環境衛生基準というものをちょっとお話しさ

せていただきます。 

  学校には子供たちの学習、教育に適した環境の基準がいろいろございます。その中にも教

室温度というものもございます。学校保健安全法において、その規定の中で、規定に基づい

て学校環境衛生基準というものがありまして、学習環境の適切な温度というものについては、

これまでは10度から30度ということで、環境基準、衛生基準ですね、なされておりました。 

  それが、近年、子供たちの生活環境の変化ということ、特に冷暖房機の一般家庭への普及

に伴って、児童生徒が、快適な温度に保たれた家庭での環境、そういう過ごす時間が多くな

ったと、長くなったということで、教室等の温熱環境における児童生徒の体感ですね、感じ

方、それから、それによる学習等の効率等への影響というものを踏まえて、本年、平成30年

４月１日から、その教室温度の学習に適した温度というものが変更になりました。本年４月

１日より17度から28度というふうに適切な学校環境の衛生基準の中で、温度が変更されてお

ります。 

  それを適切な温度と捉えておりますので、本年度は非常に災害級の暑さということもあり

ましたが、非常に気温の高い日が多かったということで、例えば７月23日、稲取小学校にお

いて、議員さんも学校を見ていただいた日なんですが、稲取の12時のアメダスの気温が35.7

度だったかと思いますが、そのときに教室の……。ごめんなさい。稲取が34.9度、12時でし

たが、その日の稲取小学校の教室の温度は、窓を開けた状態の教室で32度、それから、上層
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階で使っていないときの窓が閉まっていた状態の教室で36度ありました。 

  それから、先ほど稲取幼稚園でのスポットクーラーの設置をしたときの試験的なという状

況で温度も測ってもらいましたが、スポットクーラーを稼動させた状態でも30度以上、教室

の温度があった日が何日かありました。 

  それを見ますと、学習、それから教育活動に適切な教室温度、28度以下に保ちたいところ

ですが、なかなか現実、そういう気温の変化で高い温度になるということについては、28度

以下になるということがなかなか難しいということにおいて、やはり教育委員会としても学

習環境、それから熱中症対策において、エアコン等で管理をした温度環境、適切な温度環境

をつくりたいなというふうには思っております。それで、町長のお考えは先ほどお話があり

ました。 

○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） ありがとうございます。 

  じゃ、もう来年度に向けて、町長が設置をしていただくということで、よろしいかなと思

います。 

  国の予算に関しては、当然とりに行く努力というものを、私どもも一緒にやらせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  そして、先ほど町長がここで言っていただきましたが、やはり春休みぐらいに工事をして

ということで、来年の夏には学校環境、教室環境が快適に過ごせるようにしていただけたら、

非常にありがたいと感じております。 

  先ほど教育長のほうからもお話がありましたが、本当に僕らも、先月、学校を直接見に行

かせていただきました。実際、ちょっと予想より高くてびっくりしました。今、御説明があ

りましたけれども、本当に各教室に扇風機を入れて、授業をしていましたが、温度計が30度

を切っているものというのはほとんどなくて、先ほどありましたが、36度というものを見た

ときには、本当に外と変わらない、扇風機がある状況で外と変わらない。 

  校長先生にもお話をお伺いしましたが、先生たちもその環境で働いています。先生たちの

労働環境というものですね、職員室、校長室にはエアコンがついているんですけれども、つ

けないんですかということを言ったら、やはり子供の手前、職員室、校長室でつけていると

いうのはなかなかね、というお話をしていました。子供たちが帰った夕方からの事務作業に

ついてはつけるけれども、昼間の間はちょっとつけられないよというのを聞きました。 
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  子供たちの熱中症も大変なんですけれども、そこを教える先生たちの教育現場、仕事環境

の改善にもつながります。かなり先生たちも暑くてなかなかねというお話は聞いていますの

で、来年つけていただけるということで、町民のほうからもかなり大きな声が上がっており

ますが、報告ができると思いますので、ぜひ前向きに取りつけをお願いいたします。 

  あとこれを早急にやっていただくことで、今回、夏の西日本の豪雨災害のときの災害のと

きの避難の様子を見た感じで、夏、豪雨災害とかで大規模災害が起きたときに、電力が来て

いても体育館に避難すると、かなり暑さ対策というのがとても大変だなというのは、非常に

ニュースを見ていて思いました。 

  これが学校に、例えば、これから子供が少なくなってくるから、教室がもったいないじゃ

ないかという話も出てくると思うんですけれども、やはり教室にエアコンがあることによっ

て災害時、電力が復旧したときに、夏の被災者の方々の暑さ対策というのもひとつ使えます。 

  また、あと学校の教室が空いてきてしまった場合なんですけれども、会議等でも学校を開

けていただくことによって使っていけるので、ぜひ、なかなかね、教室が減っていく、子供

が減っていって、統合の問題等々もありますけれども、ぜひ全部つけていただければ幸いか

なと私は考えておりますので、ぜひお願いいたします。 

  あともう一つ、エアコン設置の話ばかりになってしまったんですけれども、通学路の熱中

症対策についてお伺いをひとつしておきたいと思います。 

  先ほど、教育長のほうは学校と家庭ごとに体調の管理、あとは食事の面、あとはぬれタオ

ル等で、なかなか学校と熱中症にならないようにという指導をしているよということだった

んですけれども、今年だけかもしれないですけれども、この猛暑で30分、40分の通学という

のが、かなり子供たちには負担になっております。 

  例えば、とある高学年の子であれば、朝、水筒を持って行って学校で追加をして帰ってき

たんですけれども、家に帰って軽い熱中症の症状が出たという事例を聞いております。これ

が高学年になれば多少あるんでしょうけれども、学年が小さくなれば、低学年になるほど、

なかなか自分で管理というのは難しくなってきます。 

  稲取も熱川もそうですけれども、遠い子は徒歩で40分、50分というのがあります。まだ朝

の時間帯、それでも６時半でもう30度を超えていたりとか、30度近い気温になっているとも

う日差しが痛いんです。そんな時間から通学していって、帰ってくる２時、３時はもう暑さ

のピークになっていますので、やはり、このエアコン設置と通学の部分、やっぱり学校にエ

アコンがあれば朝に関していえば、行って涼めるという環境もありますし、学校の中でやは
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り体に熱がこもった状態で帰宅をするというと、やはり熱中症のリスクというのが高くなり

ますので、学校も余りに温度が高い場合はできれば、先生たちとか集団下校をするとかいう

対策をちょっと講じていただければと思いますので、そこの部分、教育長、どう考えている

か教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、町は基本的には全部やりたいと考えている。しかし、一番は電

気なんですよね。１回、スクール・ニューディール事業とかあったんです、うちの町。それ

で、稲小を改修したときに体育館が避難設備があるということで、変電所が200ボルトを設

置しようとしたときに、これはいかがなものかということで拒否された経緯があります。そ

のときにやっておけば大分違ったんですけれども、そのスクール・ニューディールのときに

200……、何しろ一番は電気の問題だと考えています。機具自体も安いですよ。いかに電気

のやつをやるか。これ、本当にスクール・ニューディールのときにやっておれば、こんなこ

とはなかったです。今、非常に残念と考えております。スクール・ニューディールでその20

0ボルトをやっていれば、今、簡単にこれはできたと私は考えておりますもんで、大変残念

な結果だったなと思っております。 

  そういう中で、以前、私は、結構統廃合の問題がありました。これは静岡新聞の９月６日、

これもエアコン、統廃合が関係してくると。伊東は結構苦慮しているようでございます。し

かし、うちの町は小中一貫という中で、稲取地区、熱川地区一貫と決まりましたもので、こ

れはやっても無駄にならないと考えており、その中でやっていきたい。しかし、今、笠井議

員が全教室といいましても、まず予算が絡んできますもので、やっぱり基本的には使ってい

る教室を最優先していきたいと考えております。その中で余剰財源があれば、それは全教室、

各教室やっていきたいと考えております。基本的には、まず最初は今使っている普通教室を

やっていきたい。そして、余剰財源があれば全教室をやっていきたい。今、そういう考えで

ございますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 通学を含めた熱中症、暑さ対策ですけれども、今、笠井議員さんの

ほうから、非常に暑いときには集団下校等もというようなお話がありました。文部科学省か

らは今年の異常な暑さを踏まえて、各教育委員会への指示として、もちろん教室環境改善の

方向もそうですけれども、子供たちの教育活動の中で、あらゆるところにきちんとした熱中
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症対策の方策をとるようにという指示が出ております。その中の一つには暑ければ授業時間

の変更等、それから夏休みの延長等、そういうことも含めて、とにかく子供たちの健康を一

番に考えての学校の対策等が必要だということを言われております。 

  ですから、本当に学習も教育活動に適さないというような非常に暑い場合には授業を切り

上げるということです。それから集団下校等の対策をするということも必要だというふうに

考えております。 

○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） 御答弁ありがとうございます。 

  ぜひ、集団下校等の対策に関しては、教育委員会と学校とＰＴＡと協議をしていただいて、

よりよい通学、安全に通学ができるような環境の整備に努めていただければと思います。 

  先ほど、町長、ありましたが、全教室と僕は言いましたけれども、当然、使用教室がメー

ンになりますので、その辺、全部、あいている教室までとは言いません。そこのところはや

っていただければと思います。 

  電気代の件とか出てきましたが、確かにランニングコストという部分は非常に……、じゃ

なくて、導入の部分もそうですけれども、ランニングコストもかかってくるんですけれども、

やはり先ほど諸般のほうにもありましたが、アスド会館の売却というもので、今までアスド

会館にかかっていたランニングコストという部分がこちらに振りかえが、私はできるなと思

っております。設備投資に関しても、多少、アスド会館に今までかかっていた改修費用とい

う部分を見越していけば、多少かかり……、多少いうか結構かかりますけれども、町として

はやっていけないことはないなと私自身は考えておりますので、ぜひ早期な対応というもの

をしていただいて、この質問は終わらせていただきます。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは金の問題ではないと、私は考えております。やっぱり子供の将

来のことを考えて、これはもう自分自身やらなければならないと考えておりますもんで、こ

れはできるだけやっていきたい、そういう決意でございますもんで、その辺は御理解願いた

いと。金の問題ではございません。それだけは言っておきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、ふるさと納税についてを許します。 

  １番、笠井議員。 



－24－ 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） それでは、２問目のふるさと納税についてお伺いいたします。 

  今年度は昨年度に対比で寄付額が減少しているという報告を受けました。今年度の現状と

予測を教えてください。 

そして、減少していることに関して自己分析を行っていると思いますが、減少の原因を何

と考えるでしょうかと、今後の対策、取り組みについて３点お伺いいたします。 

○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、ふるさと納税については３点からの質問となって

おりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の今年度は昨年度比で寄付額が減少しているが、今年度の現状と予測はについてで

すが、４月から７月末までの４カ月間の状況を前年同時期と比較しますと、前年度が1,142

件、5,032万9,000円、本年度が338件、2,215万円となっており、寄付金額で2,817万9,000円、

56％の大幅な落ち込みとなっております。 

  寄付金ということで、今後の予測は難しい部分もございますが、現状を見た限りでは非常

に厳しいものと考えております。 

  次に、２点目の自己分析を行っていると思うが、減少の原因を何と考えるかについてです

が、当町では平成29年４月の総務大臣通知を受け、返礼割合を３割以内に見直したところで

ありますが、全ての自治体が通知に従ったわけではなく、高い返礼割合のまま継続する自治

体も数多くありました。平成30年４月に再度通知がなされたにもかかわらず、高い返礼割合

や地域の地場産品以外の返礼品で多額の寄付を集めている自治体が、国から名指して公表さ

れたところであります。 

  このような返礼割合の高い自治体などに寄付が集中する傾向に加え、返礼品の送付を新た

に実施する自治体の増加やインターネットサイトなど、取扱媒体の多様化などが減少の要因

だと考えております。 

  次に、３点目の今後の対策、取り組みはについてですが、去る６月の補正予算において、

専門誌でのＰＲとインターネット検索連動広告のための経費を増額し、新たなＰＲに取り組

んでおりますが、今後につきましては、現在利用している「ふるさとチョイス」以外のポー

タルサイトの活用など、ＰＲの幅を広げていくことが必要であると考えております。 
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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） ありがとうございます。 

  ふるさと納税に関しては、かなり近隣も苦戦をしているということは、お伺いはしており

ます。ただ、減少率がちょっと前年度の半分というのは、僕も数字を聞いてちょっとびっく

りしているところでありますけれども、確かに３割の通知が出て、今問題になっていますけ

れども、それ以外の、それ以上のというところで、実はサイトを、ふるさと納税で検索をか

けていくと、ここがずばりお得な自治体ですみたいなランキングとか出ていて、返礼割合５

割とか７割とかもあって、今はないですよとかいうのもあるんですけれども、確かにそうい

うところに流れてしまっているという現状もあると思います。 

  ６月の補正でもありましたけれども、広告等々を打って出ますよということでありますが、

僕、考え方として、先ほどありましたが、５割の自治体が物すごく勝っていて、３割の自治

体が負けているかといったら、そうでもないところも実はあったりとかしますよね。そこに

お客さんというか、納税者が集中してしまっているという考え方も一つあると思うんですけ

れども、まず逆の考え方もすると、じゃ自分たち、この町として何が悪いかなということで

す。 

  例えば、返礼品に関して、この調子よく３年ぐらい、今なっていると思うんですけれども、

３年目だと思うんですけれども、やはり、この東伊豆町のブランド、例えば、キンメとか宿

泊というものに関して、最初出てきたときは、「おお、いいね」ということで納税をしてい

ただくと。なかなかこれがリピートするというのも難しい、同じ商品を毎年毎年というのは

なかなか今のこの情報だったりとか商品が多い中で取り扱っていただける、チョイスをして

いただくというのがなかなかないのかなというのが１つ、私は自己分析としてはあるかなと

思っております。 

  皆さんもそうだと思うんですけれども毎年、本当に気に入っていれば、毎年同じところに

旅行に行ったり、同じものをお取り寄せすることはあるかもしれませんが、やはり同じ旅行

に行くにしても、去年はあそこに行ったから、今年はこっちに行ってみようとかいうことが

あると思いますので、やはりこの商品に関して、もう一つ、二つ、納税者の心を引くような

対策というものをしていないかと思いまして、ちょっとお伺いしたいのは、産団連とかで新

しい商品開発、あとは売り方、見せ方というものは何か取り組みをしているか、ちょっとお

伺いをしたいと思います。 
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  もう一つなんですけれども、先ほど他の新たなサイトのほうにもＰＲをしていかなきゃい

けないかなということ、これ、私もちょっと考えております。今、ふるさとチョイスとか使

っていますけれども、今、楽天だったりとかＡＮＡ、あとは東急エージェンシー等々が企業

さんでふるさと納税サイトというのをつくっています。これはどういうものかといいますと、

ＡＮＡはわかりやすい、飛行機のです、ＡＮＡのクラブ会員さんに向けてＡＮＡの総合サイ

トでふるさと納税をすることによって、マイレージが１％追加になる。楽天も同じなんです

けれども、楽天のそこのふるさと納税サイトから行くと、楽天ポイントが加算されるとか、

あと東急エージェンシーなんかも、ちょっとこれも聞いた話とかでは、会員様向けに対して

ニーズをその会社さんたちが、要は会員さんのニーズを酌んできて、ふるさと納税として各

自治体へ提案をし、それを出していただくことによって相乗効果が生まれると。ニーズがは

っきりしているものに対しては、当然なんですけれども納税していただけるものがふえる。

人の心理としてなんですけれども、物がはっきり見えているものに対してはお金は出しやす

いということです。 

  なので、今、そういうエージェント関係、ツアー会社さん等々と、要は自分たちのクラブ

会員だったりとか、会員様を持っているところがふるさと納税のサイトに進出しております。

それでニーズをつかんで、それにニーズに合った商品開発、商品を各自治体さんのほうへ、

サイトに掲載をしていただくことによって、納税率をふやそうという流れでございます。 

  これをしていくことによって、今まで、ふるさとチョイスであれば、ある意味ですけれど

も、広告費を使って上位検索してきたりとか、ランキングですね、上位検索してくればふえ

て、ランキングが上がってくると上に出てくるという形なんですけれども、そういうエージ

ェントさんのやつを使うことによって、伊豆半島とかでも魚だけじゃなくて、東伊豆町もこ

ういうもので、お客さんのニーズとしては実は魚だけじゃなくて、魚を加工したこういうも

のが欲しいとかいうリサーチを行って、それを町のほうへ提供していくということで上げて

いるということがありますので、この辺のサイトの利用というのもちょっと検討していただ

ければなと思います。 

  もう一つはやはり、このふるさと納税の額が減少していくことを甘んじていては、やはり

町長が公約にも出していました給食費の無料化だったりとか制服の補助、こういうものにも

やはり財源としては使えなくなってくる部分がありますので、早急にちょっと対策は立てた

いかなと思いますので、ちょっとお考えのほうをお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 
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○町長（太田長八君） このふるさと納税、本当、私、最初から今のような感じになってくる

ので、大分やる気はなかったんですけれども、やっぱり、一般の町民から、やっぱりこの町

の発信という中でやった中で、最初大変すごくいいころが二億何千万、そして徐々に下がっ

たのが現状でございます。 

  しかしながら、本当、このふるさと納税の財源、大変貴重なものでございますから、町と

してもできるだけ多くふるさと納税をやってもらいたいような方向でいきたいと考えておる

のが現状でございます。 

  その中で一番はやっぱり返礼品じゃないかと考えています。これは９月６日の静岡新聞で、

高額返礼品規正法改正、このぐらいやらなければ幾ら口で言ってもだめですから、やっぱり

幾ら口で３割にしたって、もう本当やっている人は５割、７割やっております。その中でも、

新聞にはこの返礼３割以上の一番悪い事例、10団体、名前書いております。やっぱりまずこ

れを規制しなければ、ふるさと納税というその意義を、本来のふるさと納税という、このふ

るさとをよくしたい、そういう考えに立ち返ってもらいたいのも現状でございます。現実は

無理なことは承知しておりますが、その辺は国のほうにはもっと厳しくやった中で、本来の

返礼品目的ではなく、本当にその町を思うふるさと納税、その趣旨のような法規制をやって

いきたいと考えております。 

  さらに、確かに自分自身も考えておりますが、やっぱり、ふるさと納税が減っている原因

の一つとしましては、やっぱり出した人の自助努力、ずっと同じ人でも出ているんですよね。

一つの変更もない。やっぱりある程度ふるさと納税をやっている側と考えたら、さらによく

して、またもうけを、やっぱりそういう努力も必要だと、私は考えておりますもので、やっ

ぱりふるさと納税を出すばかりじゃなく、ふるさと納税を出してもうかったら、さらにまた

よくなるような方向でやっていただけば、また、ふるさと納税というはよくなるし、また町

のイメージも大変よくなると考えております。 

そういう中で産団連で今度もふるさと納税についても話し合いというか、そういうことを

やったことがございませんもので、そういう中でこれから産団連が中心になる中で、この町

の発信、どのようにしたらいいか、ふるさと納税に対することをまた話し合っていきたいと

考えていきたいと思います。 

  サイトの件と今、笠井議員から言われました。これは検討していきたいと思いますもので、

詳しいことは、また担当からちょっと聞きに行くかもわかりませんもんで、その辺はよろし

くお願いいたしたいと思います。 
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  やっぱりふるさと納税は、本当、これから今後、また、自分の施策をやっていくにも、こ

のふるさと納税、大変重要な基金となってきておりますもので、できるだけこのふるさと納

税50％、今56％といいます、南伊豆なんかは70％以上とも聞いており……、伊豆新聞か何か

に書いてありました。しかしながら、できるだけこの落ち率を低くした中で、今後の町政運

営をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  そういういろいろ施策をする中でもふるさと納税は大変重要な要素になってきていると思

いますもので、できるだけ減少率を低くして、できればアップしていきたい、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。 

  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） すみません、ありがとうございます。 

  やはり、新しい商品がなければ、やはりなかなかこう……、返礼率の問題もありますけれ

ども、町長が先ほど言われたように、当然、各メディアで商品券を出したところとか、地の

ものじゃないものに関しては、もうばんばんクローズアップされています。確かに、町長、

ふるさとをよくしたい、そういう思いは非常に大事だし、今後３割に法改正になっても、３

割上限となった場合は返礼率が一律になりますので、そうなってくると、何が必要かといっ

たら、やはり商品のクオリティー、アイデア、目新しさ。 

  そして、２つ目は先ほど町長が言ったふるさとをよくしたいというメリット、要は東伊豆

町のファンですよね。このファンをふやすということです。これは地元出身の方が東京で働

いていて地元をよくしたいという、何とか僕たちが育ったまちをよくしたいからふるさと納

税をするという一つの方、２つ目はやはり伊豆が好きだから、東伊豆町が好きだから、僕ら

が旅行に行ったときにやはりいいまちになっていてほしいからという納税をするファン。こ

のファンというのをつくっていかなければいけないです。 

  これをなかなか商品開発とか、まちづくりの自助努力と先ほど町長が言いましたけれども、

なか難しいと思うんです。難しいと思うので、じゃ、産団連に、商工会、あとは町もそうで

す。これらもう全員で頭を悩ませて、もうほかにはないようなＰＲだったり商品開発、あと

は東伊豆町のＰＲというもの。来ていただいて、知っていただく、そこに対してやはりいい

思いをしたから、またふるさと納税というものを使って、町に対して寄付をいただく。この

ファンというものが、多くなければやはりこういうものは続いていかないと思います。 
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  例えば商店とかで、大きな企業ではなくても長く続いている会社さんというのはたくさん

あります。それは何かといったら、商品もそうでしょう、だけれども、そこにいる社員だっ

たりとか社長さんの人柄、会社の色というもののファンがいるからこそ、例えば海外の企業

ではなくて、国内のそこの企業を使うというものがやはり日本人にはたくさんあります。こ

れを町としてもＰＲしていく部分が必要ではないかと思います。それで、一律３割になった

ときに「はい、スタートです」ではなくて、今から準備をしていくことによって、スタート

ダッシュがかけられるよと。それで歯どめがとまると。 

  産業団体連絡会というものがうちの町はありますので、全てにおいて観光とか商工とか全

てが、３つがくっついていろいろ考える団体がございます。ここに関して商品開発をみんな

でしていく。得意な分野、もしかしたら２つのコラボレーションで生まれるものがたくさん

出てくると思うんです。それをやはりふるさと納税の部分、あとはふるさと納税じゃなくて

一般の部分ということでも商品開発していくことによって、地域の経済の活力というものが

やはり、僕は見出せると考えられます。 

  なので、ぜひ、商品開発に関しては町のほうもリーダーシップをとっていただいて、して

いただいて、新しいもの、また、あとは本当に限定というものが、世の中、皆さん好きだと

思います。地域限定だけじゃなくて、期間限定とかいうもの、こういうものでＰＲの仕方、

幾らでも勝負できるところ、まだあると思います。確かに５割返納のほうが率はよくていい

よねという話になりますけれども、そこを超えた部分のファン、これをつくっていただきた

いと思います。 

  ぜひ、町長はその辺のところ、ふるさとをよくしたいというものがありますので、ぜひこ

のファンというもの、していただければと思います。 

  また、この間ありましたけれども、南伊豆は何か５割に一部戻そうかななんていう話も出

ていましたけれども、私はそれはやめたほうがいいと思います。今後３割でいくんであれば、

もう３割の土俵の中でやっていく。やはり商品自体が海産物だけという部分も弱いですし、

それを使った何かという商品開発をしていくことが大事だと思います。 

  その辺に関して、町長、もう一度考えをお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、事務方も、これは３割をもっと上げるとか、そういう意識は全

然ありません。基本的にはもう３割上限、これでやっていきたいと考えております。 

  そういう中で、今、笠井議員から提案があった商品開発、これは大変重要でございますも
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ので、これは産団連のほうで、町もある程度リーダーシップをとってやっていきたい。その

ために、私どもが一番期待していると言い方はおかしいけれども、確かにこの東伊豆町のフ

ァンをつくるのが一番でございます。そのためにいろんな面で大学生がこの町に入って、ま

ちづくりをやってきております。やっぱりこの人たちがふるさとの、この東伊豆町をふるさ

とと思っていただいて、ファンになってくれたら私は大変ありがたいと思っておる。やっぱ

り、この大学生をいかに東伊豆町のファンにしていくか、これは今後のあれだと思っており

ます。そういう中でたくさんの大学生がこの町に来て、この町をよくしようとして、今、い

ろいろ努力をしていくことに大変頭が下がるし、またその人たちがこの東伊豆町のファンに

なってくれれば、またこれは違った意味で大変よいのかなと考えております。 

  そういう中で商品開発、これは大変重要でございますし、やっぱり、あといろんな意味で

やっぱり町とか、やっぱり出す人のその努力も、この人たちは十分考えております。やっぱ

り、幾ら町がこういうことをやったり、あれやれと言っても、やっぱり本人がやる気がなけ

ればだめですから、基本的にはふるさと納税を出す人、やっぱりこれも真剣になった中で、

やっぱり町と一緒になって考えていく。また、産団連と一緒に考えていく、やっぱりある程

度これを当てつけでやる場合、皆さんが一体となった中でやっていくのが私の案だと考えて

おりますもので、笠井議員の提案、大変よいものと考えております。 

  そういう中でこの町のファン、できるだけ多くふやして、そして返礼品３割の中でこのふ

るさと納税を今以上、現状維持、減少を低くする、また、それ以上にアップしていきたい、

そういう考えてございますもので、また何かいろいろ提案がありましたら、提案に対しては

検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  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） ぜひ、よろしくお願いしますというところですけれども、やはり、先

ほど一体となってやっていくよというところで、今、町長、言われていましたが、やはりな

かなかこの温度差というのはあると思うんですけれども、じゃ、まずそこのところで商品開

発とか、一緒にやっていく人たちがなぜそういうふうにならないのかというところも、やは

り考える必要があります。 

  例えば、いろいろあるでしょう。例えば商品開発をやってメリットがあるのかないのかと

か、手間だとかいう部分。でも、そこの部分を一つずつ、顔を合わせて取り除いていかなけ
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れば、やはり一体というものは生まれません。町から幾ら新しい商品をつくれつくれと言っ

たって、なかなか皆さん忙しい中で、やっていくことは難しいと思います。 

  例えばですけれども、町がアンケートだったりとかリサーチ、例えば、今の都会の50代、

60代の方々が何を求めているかというデータの収集は、町とか商工会でやろうと思えばでき

ますよね。この情報を、例えば、商店、企業の方々へ出す。今のニーズはこれだから、これ

に見合った商品開発をすればニーズは高まりますよという提案できますよね。これを一緒に

やっていく。新しい商品をつくれつくれと言っても、何をつくっていいかというのもあると

思うんですよ。ただ、この方向性がはっきりしているものに関しては、勝機を見出せますか

ら、やる確率というのは当然上がってくると思います。 

この一体化という中で、やっぱり一緒に話し合ってどういうものをやったらいいかねだと

なかなか進まないと思うんですけれども、各、やっぱり行政には行政の役割、得意な分野と

いうのがあると思いますし、商工会は商工会で得意な分野があるでしょうし、企業さんは企

業さんでやはり得意な分野があります。このリサーチとかいう部分は、もう商工会ですねと

か、行政の得意分野だと私は思っておりますので、こういう部分で一体化もして、商品開発

に関しては企業さんが当然専門ですから、そういうものに、ニーズに合ったものを一緒に情

報を提供して商品が出てきて、それで一緒になってこういう部分を潰していけば、非常にい

い商品ができ上がると私は考えております。 

  そうやっていかなければ、やはり単純にみんなで話し合って、じゃ、どういうものにした

らいいかなだけでは、実際のニーズには合った商品は生まれてこないので、商品開発したけ

れども思ったほど成果が上がらないというものだと思いますので、ぜひ各役割というのも、

一体になってやっていただくんですけれども、各役割というのをはっきりさせていただいて、

やはりこのリサーチなくして、物自体は生まれませんから、必ずこういうものを使っていく、

そしてまた、先ほどもちょっと言いましたけれども、サイトのほうでＡＮＡとか楽天とか、

いろいろサイトはありますけれども、そちらのほうはもうプロフェッショナルです、はっき

り言って。それで商売をしていくので、もうリサーチとかは得意です。そういうところとタ

ッグを組んで、データというのを一緒になってやっていって、それを下へおろすというのも

行政の役割だと思いますので、ぜひ、サイトのほうも検討と一緒にさせていただいて、この

質問は終わらせていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいまの笠井議員のおっしゃるとおりだと思います。ただ、今
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までいろいろふるさと納税の問い合わせ、10件中９件は、９件かな、ほとんどがやっぱり返

礼率は何％ですかという問い合わせがほとんどです。 

  その状況の中で、来年、法律が変わって一律30％というふうな形で、同じ土俵に上がるこ

とによって、やはりこれ、さらに頑張らなければいけないというふうに思っていまして、た

だ、先ほどの産団連の関係につきまして、やっぱり今あるものを少し視点を変えてＰＲする

だけで、ヒット商品になるということも少なくないと思います。地域の認定商品は立派なも

のがありますので、そういうものをビジネスチャンスだと思って、少し工夫を加えていただ

くということ、それからふるさと納税の魅力的な商品づくりセミナーみたいなものを、やは

り商工会が中心になって、そういった形のものを積極的に取り組んでいくということも一つ

だと思っております。 

  民間の小さな事業所のほうでも、立派に数千万円売り上げているところがあって、商工会

長にもそういった例を挙げて、ホームページも見てくださいというふうにお話ししたことも

ありますので、今後、全力で、皆さんが一致して、一致協力してやっていくということが非

常に大事だと思いますので、取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） このふるさと納税、今、課長が言ったように本当にほとんど返礼品で

す。私、以前言ったかわかりませんけれども、この同じように西と東があります。旅館が、

ある旅館。西はそのとき５割でした。そしてこっちは３割。そうすると当然、やっぱり５割

のそっちへ行っちゃう。やっぱり一般の人はほとんどがそれなんです。確かに笠井議員が言

ったように、これからその返礼品に対していろんなことをやる、絶対、課長が言ったことは

やります。そういう中で、産団連もまたいろいろ新しくなりましたもので、またそういう中

で、このふるさと納税の占める意味、また、町に対する役割、そういうことを言った中で、

やっぱり産団連、また新しくなった執行部とともに、これさらによくしていきたいと考えて

おりますもので、また御理解願いたいと思います。 

  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。 

  この際、11時10分まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時０１分 
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再開 午前１１時１１分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員より一般質問で掲示板の使用についての申し出があり

ましたので、これを許可します。 

  ３番、栗原議員の第１問、旧大川グランドホテル駐車場についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） こんにちは。 

  今回は、３点について質問をさせていただきます。 

  まず１点目ですけれども、旧大川グランドホテルの駐車場についてを質問いたします。 

  ドクターヘリの着陸場所にもなっている旧大川グランドホテル駐車場にごみが散乱し、美

観を損ねていたり、駐車している車があるためドクターヘリが着陸できないことがあるが、

次の点を伺う。 

  １、管理責任はどこにあるのか。 

  ２、以前、区民等から要望のあった車両進入禁止のための措置はどうなっているのか。 

  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、旧大川グランドホテルの駐車場については、２点

からの質問になっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の管理責任はどこにあるのかについてですが、御質問の駐車場については、

町が県から占用許可を受けているもので、管理責任は町にあります。 

  次に、２点目の以前区民等から要望のあった車両進入禁止のための措置はどうなっている

のかについてですが、町が県から占用許可を受けている使用目的が駐車場であるため、車両
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進入禁止にする場合には使用目的を変更する必要が生じる可能性があります。不法投棄等の

問題はありますが、一般の善良な観光客の方が休憩したり、海をバックに写真を撮ったりし

ている姿が見受けられ、また、大川区内を訪れる団体バスの駐車場にもなっていることから、

全面的に車両進入禁止にするためには大川区内との調整が必要だと考えます。 

○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） ただいま町長より、管理責任は町にあるということで、ただ、その使

用目的が駐車場であるということで、なかなか車両進入禁止というのは難しいという御答弁

でありました。 

  区民の中から、あそこがとっても危なくて、観光客の方が確かに楽しんでくださる方もい

るし、またはそのホテルのフロントというか、正面玄関の屋根の下でキャンプなんかをして

いる方がたまに見受けられるんです。あそこがやっぱり崩れてきていて、やはり危険、危な

いことが多い。また、今回、台風、熱海のアカオホテルが被害を受けた台風の次の台風のと

きに、やはり駐車場に波がいっぱい上がってきて、軽トラックが１台巻き込まれたというか、

車内にも水が入ってきてしまうような状況もあったように伺っております。また、あそこは

やはりドクターヘリの着陸場所になっていて、大川はもう１カ所、山のほうにもドクターヘ

リがとまるところがあるんですけれども、やはり山の中の木の間だったりとかいうことで、

ほとんどあそこの海側のあの駐車場が使われることが多いふうになっています。 

  やはり、ドクターヘリ、緊急を要するものでありますので、それを着陸できない状況とい

うのはなるべくつくらないでいただきたいと思いまして、また、ドクターヘリというのはい

ろいろ着陸の規定、場所の規定、条件がいろいろ難しいようであります。周囲に15メートル

ぐらいの障害物がないこととか、傾斜が何メートル先まで何度とか、いろんな細かい規定が

あって、なかなか代替の場所といっても難しいことがあると思います。その目的を変えるの

がどの程度難しいことなのかわかりませんけれども、できたら車両は入らないで、いざとな

ったときに、地元の方が何か一時的にとめる場合にはそのドクターヘリの音でみんな聞きつ

けて動かしに来たりとかするんですけれども、やっぱり長時間あそこにとめちゃったりする

と危険なものもあるので、そこら辺何か検討ができないものか、考えていただけたらなとい

うふうに思います。いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点、この一般質問について区長さんにお話を伺いました。一応、
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区民からの要望という中で、区長さんのほうもやっぱりいろんなでた中については、区民と

話し合った中で、一応要望書は出しますということを聞きましたもので、今現状はそのよう

な方向で、やっぱりこの駐車場の中では、またこれを全面的に車両進入禁止にするといろん

な課題が出てきますもので、とりあえず今区長さんにそのように投げかけておりますもので、

また区の中で十分話し合った中で、その要望書が来たときはやって、検討してまいりたいと

考えております。 

  さらに、また確かにドクターヘリの関係でございます。大川区には一応２カ所ある中で、

今、栗原議員が言ったのはもっともなことでございますもんで、それによって町民の命にか

かわったら、これ大変なことでございますもんで、その辺、消防署と連携した中で、うまく

話し合いした中で、町民にふぐあいをかけないように、そのような方向でいきたいと考えて

おりますもので、とりあえず現状は、車両の進入禁止はちょっと今町は考えておりませんで、

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） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） 今回の栗原議員からの御質問を受けまして、一応、消防署の

ほうへ私のほうから確認をいたしましたが、件数等について詳細には聞かずにヒアリングと

いう形ですが、今現在、山側のドクターヘリの着陸場とこのグランドホテルの着陸場の使用

比率は大体半々ぐらいというようなことをおっしゃっていまして、駐車場のほうに１台程度

の車がある場合には安全を確認してドクターヘリをおろすようにしているとのことで、担当

の方のお話ですと、駐車が頻繁にしてあって、ドクターヘリの使用場所としてすごい困って

いるんだよというようなことではございませんでしたので、御参考までに答弁いたします。 

○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） ありがとうございます。 

  海側と山側と半々ぐらい使われているということで、ちょっと感覚としては違ったのかな

というふうに、今、思いました。 

  また、１台ぐらいなら駐車車両があっても着陸はオーケーということも初めて聞いて、よ

かったなというふうには思っております。 

  その管理責任が町にあるということで、その駐車車両に関して、例えば台風のときとかの

被害があった場合とかも、またそこら辺も町に多少責任が……、それは関係ないですかね。 
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  中で、その廃墟のホテルのことで、またけがをしたりとかいろんな危険も考えられますの

で、また、先ほど町長もおっしゃったように町を訪れる大型バスが駐車する場合もあります。

また、足が悪い人が歩行訓練のために、あそこ平らで車も来ませんので、使う方もいらっし

ゃいます。または、景色もとてもいいので、その景色を眺めに立ち寄る観光客の方もいらっ

しゃいます。使いたい人、また使わないほうがいいんじゃないかという声、いろいろありま

すけれども、とにかく危険を避けるために町としても、また管理者としていろいろ手段を講

じていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、栗原議員から言われました、やっぱりこれは地元に住んでいなけ

ればわからないことでございますもので、その辺は十分注意した中で、これ、管理していき

たいと考えております。 

  それから、台風のことも言われました。そのときは多分管理責任は町にはないと考え、そ

の辺もちゃんと検討していきたいと。そして、やっぱり大川の問題は、一番はあそこの廃屋

なんですよね。この廃屋を何とかしたくて、今、頭を痛めておりますけれども、これを何と

か早く解決したいと町は考えておりますもので、また、いい案がありましたら、詳細はまた

栗原議員も提案していただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、犬を飼うためのマナーについてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 次に、犬を飼うためのマナーについてを伺います。 

  ペットのいる生活を楽しむため、ほとんどの飼い主さんはマナーを守っているが、残念な

がら一部の飼い主さんがマナーを守れず、近隣に迷惑をかけてしまっている。町として対策

が必要と考えるが次の点を伺う。 

  １、犬に関する苦情はどのようなものがあるか。それに対しどのような対策を講じている

か。 

  ２、犬のふん放置防止のためのイエローチョーク作戦を提案するがいかがか。 

  以上、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。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第２問、犬を飼うためのマナーについては２点からの質問

ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の犬に関する苦情はどのようなものがあるか、それに対しどのような対策を講じて

いるかについてですが、当町では平成29年度末で663頭の犬が登録されておりますが、苦情

につきましては、平成29年度に１件、平成30年度では３件となっております。 

  その苦情内容は、犬にかまれた案件が２件、鳴き声の苦情は１件、ふん尿に関する案件が

１件となっており、その対策といたしましては、現場等を確認し、飼い主へ注意を促したり、

保健所との連携により飼い主宅への訪問指導を行っております。 

  ２点目の犬のふんへの放置防止のためのイエローチョーク作戦を提案するがいかがかにつ

いてですが、イエローチョーク作戦とは道に放置されている犬のふんを減らす方法として、

ふんの周囲を黄色のチョークでマーキングし、発見した日時を書くことで飼い主に警告する

ことを目的とする取り組みであると承知しております。 

  飼い主が再び訪れた際、周囲が迷惑していることに気づき、自発的に回収するようになる

とのことで、京都府宇治市が昨年１月から実施し、大きな効果を上げている作戦であると聞

いております。 

  町といたしましては、狂犬病予防注射時に、「フンの後始末は飼い主の責任です。」を記載

したチラシを配布しておりますが、美化運動促進の観点からも、住民に取り組んでもらえる

手法を検討してまいりたいと思います。 

○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） 今、ペットを飼う人はたくさんいらっしゃいまして、日本では３世帯

に１世帯が何かしらのペットを飼っているというふうに言われています。その中でも犬はペ

ットの中で最も多く飼われているものだそうです。飼っている人にとっては、本当に大切な

家族であり、いとしい存在ではありますけれども、一方で、またそのマナーが守れなかった

りすると、御近所に大変な迷惑をかけてしまう場合もあるというのが現実であります。飼い

主がマナーやルールを守って、人と動物が安心して暮らせる地域社会を実現するための町の

対策をただいま伺いました。 

  犬の苦情というのは一つ一つはそんなに大したことではないかもしれませんが、どうして

もエリア的に近い、御近所関係の中での苦情になると思いますので、それが毎日毎日続くと
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なるとやっぱり、何ていうのかな、本当にそれがいたたまれない迷惑と感じるような方もい

らっしゃると思います。鳴き声の場合もなかなかしつけで直す、直せるとは言いますけれど

も難しい場合もあります。例えば、外飼いの犬なんかは夜間迷惑がかかる、夜間なんかだけ

でも玄関の中にちょっと入れるとか、ちょっとした配慮でその飼い主さんがそこら辺を、マ

ナーを守ろうとしているなというのが見えるだけでも、随分、苦情というかストレスは減ら

せることができるのではないかなというふうには感じております。 

  また、町は狂犬病の予防注射のときに、そのマナー向上のためのチラシを配布していると

いうことでありました。また、町のホームページにもペットの、御近所に好かれるペット飼

育をということで、かなり詳しく載っていて、東伊豆町はすごいなというふうに思って見て

いました。災害時の同行避難というか、その準備もできていますかみたいなことも書かれて

いて、随分詳しく扱ってくれているなというふうにも感じています。 

  また、今回、私、まだ見ていないんですけれども、回覧板にも随分、広報「ひがしいず」

で詳しくペットのマナー向上についてのちょっと記事があったようにも伺っております。 

  本当に、このイエローチョーク作戦なんですけれども、見てもらったほうが口で説明する

よりわかりやすいかなと思って、掲示板のほうを使わせていただきました。 

  これ、写真は犬の散歩をしている人たちが、そのイエローチョークで書いたもののところ

に集まっている写真なんですけれども、ちょっと見にくいかもしれませんけれども、結構大

きく書きます。あそこに白い小型犬が写っていますけれども、あれと同じぐらいの大きさに

書いてあります。下がアップした写真なんですけれども、丸の中に小さい白い点があります。

あれは石ころですけれども、実際はあれが放置されたふんであります。そのふんの周りを黄

色いチョークで囲って、その見つけた日付と何時ごろ見つけたのかという時間を書き込める

ようになっています。チョークは安いもので１本20円ぐらいでしょうか、コストもかかりま

せんし、また、雨とかで自然と消えていってしまうものなので、このイエローチョーク作戦

で、随分、宇治市が効果を上げていまして、それに倣って取り入れている市町も多いようで

あります。 

  犬のふんの放置に関しましては、町のほうも看板をくださったりとかいうふうにして、前

に私、片瀬でやっぱり犬のふんの放置、毎回、家の前にされちゃうんだよと悩んでいる方が

いらっしゃって、担当課に言ったところ、すぐに看板というか、パウチされたものですけれ

ども、くださって、私に言ってすぐ対応してくださったということで、喜んでいただきまし

たけれども、なかなかそういうマナーを守れない飼い主さんは看板があってもなかなか改善
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されない場合が多いのかなというふうにも感じますし、また、余りにもふんを持ち帰りまし

ょうみたいな看板が多いと、逆にこう、何ていうのかな、なかなかそこら辺の意識が低い地

域なのかなという、景観的にも余りよくないのかなという場合もありますし、このイエロー

チョーク作戦、コストもかからなくて、誰にでも簡単にできる、また、住民と行政とで共同

でやっていける作戦なので、町としてもぜひ取り入れていただきたいなというふうに思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） このイエローチョーク作戦は、私、今回、一般質問で初めて知りまし

た。すみません、認識不足で。それで、検討をさせてくれて、本当にこれ、予算も本当に１

本のチョーク20円ぐらい、本当にかかりません。そういう中でいろいろ検討してまいりたい。

これはすぐにできることでございます。そういう中で、宇治市が先駆的にやったんだと、小

平市もやって、小平市では一応、役場の受付のところにこのチョークを置いて、持っていっ

てもらうと。そういうものならば、もう手間もかからず、ただそのチョークを買うという、

金額だけでございますもんで、当然、これをやるときは広報で啓蒙した中で、今度はこうい

うことをやりますので、興味のある人は役場に来てもらった中でチョークを持ってやってい

ただきたい。 

  これはできるだけ早く、早い方向で、これはやっていきたいと町は考えておりますもんで、

少しでもそういうふんのない町に、きれいな町。確かに看板が多いとやっぱり、何だこの町

はなんて言われますもので、そういう点で、ない方向で町はやっていきたいなと考えており

ますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（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） イエローチョーク作戦、これはふんの放置に関しての対策なんですけ

れども、また、いろんなさまざまな苦情で、犬が嫌いな方、また、近所で迷惑を受けている

方にとっては、さまざまな形のものがあると思います。やはり飼い主さんのマナー、意識の

向上というかマナーの向上、ルールを守っていこう、人に、御近所に迷惑をかけないように

していこうという意識を向上させていくことというのは非常に大事だと思います。 

  長野市の取り組みでは、これは環境省との共同で、モデル事業としてこれから犬を飼う人

のためにとか、犬の飼い主マナーアップという動画をユーチューブという動画サイトに共同
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でつくったものをアップして、飼い主のマナー向上を図ったり、また、おもしろいものでは

春日部市では畜犬登録をしたときに、わんわん住民票というのを配っているそうです。これ

ははがき大のサイズのもので、表側に犬の写真、今、東伊豆でも手帳みたいのをくださいま

すけれども、写真が張れるようになっていたり、名前とか犬種とか毛の色とか書けるように

なっていますけれども、それが１枚のはがきサイズのものになったもので、ちょっとおしゃ

れにつくってあげれば、飼い主さんも喜んでくれると思いますけれども、その裏側に飼い主

としてこういうルールを守りましょう、こういうマナーを気をつけましょうというものを書

いたものを手渡しているということでありました。また、東伊豆も手帳だけではなく、そう

いう狂犬病の予防注射、または畜犬登録をしたときにそこら辺の、せっかくホームページに

いいものが載っていますので、そういうものを渡すようにしてもいいのかなというふうに感

じます。よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、栗原議員から一応提案されました。長野市のこのユーチューブね、

これはたしか経費が……、春日部市の住民票、これも町がやっているという中ですね、それ

と検討した中で、どのぐらいできるか、こ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。 

  そうやって、やっぱり犬を飼う人のマナーというものを、今、栗原議員が一般質問をした

中ではまた皆さんが認知していただければ大変ありがたい、やっぱり飼い主のやつが一番で

ございますもんで、その辺のマナーのことを守っていただければ、町としては大変ありがた

いもんで、これを徹底してまた守っていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、自殺対策についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 次に、自殺対策についてを伺います。 

  誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すため、次の点を伺います。 

  １、東伊豆町の自殺の現状についてどうお考えか。 

  ２、具体的にどのような対策をしていくのか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第３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） 栗原議員の第３問、自殺対策については、１点目、東伊豆町の自殺の

現状についてどうお考えか及び２点目の具体的にどのような対策をしていくのかについては、

関連がありますので一括してお答えいたします。 

  東伊豆町の自殺の現状ですが、平成24年から平成28年までの５年間の統計で申しますと、

人口10万人対比であらわす自殺率の全国平均が19.62、静岡県の平均が18.98に対し、当町の

５年平均は42.86と非常に高い数値となっております。このような現状を踏まえ、今年度、

町は生きることの包括的な支援として東伊豆町自殺対策計画を策定し、対策を講じていくこ

ととなりました。 

現在行われている作業としましては、町民の皆様に無作為抽出による意識調査のアンケー

トを1,000件、各課職員による行政事務のうち333事業の棚卸し作業、副町長を本部長とする

生きる支援推進本部の設置による推進体制の構築が行われております。今後は調査の分析な

どを行い、計画の策定に向けて作業を進めてまいります。 

○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） 平成28年度には国の自殺対策基本法が大改正されまして、誰も自殺に

追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題とな

っていると目的規定に追加されました。それほど、やっぱり、この自殺ということは国にと

っても大きな問題となっております。ただし、誰も追い込まない、自殺対策は生きるための

包括支援と位置づけられました。先ほど、町長のほうから生きる支援推進でしたか、そうい

う東伊豆も同じような位置づけでチームを組んだということで、よかったなというふうに思

うんですけれども。 

  そして、この改正に伴い、各市町村も自殺対策計画を定めることとなったため、東伊豆町

においてはどのようなお考えで、これからどのような対策をとっていくおつもりなのかを質

問させていただきました。 

  自殺の原因というのは、その年代別、高齢者だったり若者だったり、または中高生の学生

さんなど、年代によっても理由が異なる部分もあるでしょうし、また、一つだけではなくい

ろんな問題が絡み合って複雑な原因となって、その行動に至ってしまうという場合もあると

思います。 
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  ここで１点、教育という見地からの質問なんですけれども、小中高生のＳＯＳの出し方に

関する教育の実現などで、でき得る対策があるのではないかというふうに考えるのですが、

そこら辺、教育の観点からどういうふうにお考えなのかを伺いたいと思います。 

  また、自殺予防の大きな鍵となると言われています自殺未遂者の対応、これに関してなど

は何かお考えがあるものかをもう１点、２点お伺いしたいと思います。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） まず、教育に関しまして、ちょっと教育長がどのような考えているか

という、それは教育長に振りたいと思います。 

  それから、この自殺ですね、本当、私はもうこの町が異常に高いことに非常にショックを

受けました。そういう中で、今、やっている中で、やっぱり自分も友人が自殺で亡くなって、

大変悔やんでおります。やっぱり何が原因かなと考える。自分以上に家族の方がやっぱり一

番だと思います。私は友人が亡くなったときに本当にショックを受けましたし、また、なぜ

そのときのことをいろいろ相談してくれなかったんだろうと大変悔やんでおります。 

やっぱりそうなると、できるだけこの町に自殺者がなくなるみたいな方向でいろいろなこ

とをやっております。生きる支援推進本部の立ち上げ、この辺は事務的なところは担当課に

説明いたさせますけれども、本当に基本的には、本当にこの自殺者がなぜ異様にこの町が高

いのか、これはやっぱり自分たちも何かなと考えた中で、なかなか結論が出てこない現状で

ございまして、本当にこの自殺者に携わった人間関係、家族の方、本当に大変、これから生

きる中で大変重みを背負っていくと考えておりますもので、この自殺をできるだけ少ない方

向で今、町もやっております。 

  ですので、ちょっとどういうものを具体化かは、担当課に説明いたさせます。よろしくお

願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（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、町で今後考えている自殺対策ということですけ

れども、まず、うちの町のプロファイルといいまして、分析の内容ですけれども、やはり高

齢者の方、それから生活困窮というところが大きなキーワードになっております。今後、今

調査中のアンケート等で住民の意識的なもの、そのようなものがどのような結果になるかな

というのは、はかってみないとわからないところですけれども、そのほかに現在の対策とし
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てゲートキーパーの講習であったりとか、それから心の健康づくりということで、全体的な

講習、それから個別の相談、そういうものも行っております。 

  それから、未遂対策ということでお話がありましたけれども、非常に重要なところ、それ

からデリケートな問題でもあろうかと思いますので、この辺は非常に慎重に深く考えながら

対策を講じていくことが必要と思われます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 栗原議員さんから、教育の面での、教育の視点での自殺対策という

ことですけれども、ＳＯＳ対策ですけれども、国それから県ではＳＯＳを受け付けるような

そういう仕組み、それから電話とか、そういうものを設置して、その周知は学校の子供たち、

小学校、中学校でも周知をするようなそういう機会はこれまでもありました。 

ただ、御心配の教育段階での子供たちの年齢での自殺対策ということは、なかなか難しい

ところはあるんですけれども、まずは子供たちが充実した生活を送り、それから人間関係を

築くという面で、基本はそういう教育の中で培っていく面では、基本的なことは人間関係を

つくり、それから自分のこの生きるということに対しての方向性を持たせるというような、

そういう教育の方向性は変わらないわけですけれども、現在、学校でも教育環境でも心配さ

れているのは学校の生活の中で、学校生活の中ではなかなか見えにくい子供たちの、例えば

ネット環境ですね、ＳＮＳ等のネット環境の中で、人間関係、それから悩みを生ずるような、

そういう事例が多くなってきているという今の社会状況という面では、やはり学校としても

子供たちの様子、それから心の状態を常に見ながら、学校の中では先生方にそういう子供た

ちの様子をよく丁寧に見てもらうということ、それから社会的に、あとは教育委員会とか文

科省の事業として子供たちのＳＯＳを受け付けるという、そういうシステムの充実をさらに

期待しながら、それを周知していくということと、町の教育委員会でどういうふうにその面

が重視できるかということは、これからの検討課題ではありますけれども、教育の中でもこ

の対策は重要であるということは認識しております。まだ町として、町の教育委員会として

の方向や対策については、これからの検討課題だと思っております。 

○議長（飯田桂司君） 副町長。 

○副町長（鈴木利昌君） 先ほどの生きる支援推進本部につきましては、自殺率が高いという

ことで、全庁体制による抜本的な対策を講じる必要があるという考えで、庁内横断的な組織

を整備したいということで、私、それから教育長、各課管理職にこの推進本部に入っていた
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だきまして、その中で健康づくり課だけの問題でなく、各課の中でどのような自殺対策が図

れるのか、今、その棚卸し作業を実施しているところでございます。 

  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） ありがとうございます。 

  全庁的に各課の管理職が入って、その生きる支援推進本部、立ち上がったということで、

なかなかその自殺対策、どういう対策をしていいのかもわからない課もあると思うんです。

なかなか大変な作業ではあるかと思います。ただ１点、気をつけていただきたいのは、その

対策の計画をつくるとき、例えば数字とかそういうものにとらわれてしまうと、本質の部分

を見失ってしまうというか、本当に支援の手を差し伸べるという上からのことではなくて、

一人の人に寄り添っていく、その姿勢は、視点は忘れないでいただきたいなというふうに思

います。 

  また、未遂者に対しての対応ということで、本当に慎重に対応していかなきゃいけない部

分だとは思います。大阪のほうで、やっぱり警察とか消防に情報を提供していただいて、そ

の未遂者の方、次に、また再び同じような行動を起こすのは６カ月以内が多いというデータ

がありまして、その間、注意を払っていくということで、そういう方法をとっている自治体

もあるようであります。ただ、やっぱりその自殺をしたときの精神状態というのはとっても

落ち込んでいて、その６カ月が重要であるのはわかるんですけれども、そのときに余り訪問

とか、いろんな連絡が来るということが逆に負担になってしまう場合もあるかと思うので、

本当にそこら辺は慎重に対応して、考えていただけたらありがたいなというふうに思います。 

  また、教育現場では命の大切さは教育としては、もちろんやっていくんですけれども、そ

のネット上の悩みを抱える子もいるということで、やはり、若いそういう学生さんたちはな

かなか対面式だったりとか、電話とかで相談というのもなかなかハードルが高くて、やっぱ

り今、ネット時代ですので、ＳＮＳ上でＬＩＮＥ相談というのもあるそうです。１人の子が

悩みをそこのＬＩＮＥ上に相談すると、何人かの方でこの悩みに対応していったり、そうい

うものもあるようですので、そこら辺の相談窓口も紹介を教えていっていただけたらなとい

うふうに思います。 

  また、町としてはアンケート調査を今、実施していまして、ゲートキーパーの養成講座だ

ったり、心の健康づくりということで、また個別の相談にも乗っているということでありま
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した。 

  これ、本当に、私も実は知り合いの方が自殺で亡くなった方がいて、本当に大きなショッ

クを受けました。よく周りは、先ほど町長もおっしゃっていましたけれども、何が原因だっ

たのかなと、何か気づいてあげられなかったことを悔やんだりとかということもあると思う

んですけれども、これ実際問題、それに気づくというのはなかなか大変なことだと思います。

やはり、なかなか自殺まで至ってしまう方というのは、逆に真面目で責任感が強い方が多い

のかなというふうに個人的には思っています。なので、どこかに悩みを相談したり、誰かに

打ち明けたりということが何か弱い自分を出すような、自分にとっては恥ずべき行為と考え

る思考性の方が多いんじゃないのかなというふうに思います。なので、相談窓口があって、

そこに相談してくる方に関しては、逆にちょっと安心な部分があるのかなというふうに思っ

ています。 

  そういう相談窓口にも行かず、誰にも心を開かないで、全部内側にため込む方が実は一番、

私は危険ではないかなというふうに思っています。なので、いろんな対策はあると思うんで

すけれども、相談をしてもいいんだよという空気をつくるというのか、相談窓口があるんだ

よじゃなくて、相談していいんだ、弱い自分を出していいんだ、ＳＯＳをどんどん出してい

いんだという、そういう雰囲気づくりを町としてつくっていくことが最も重要なことではな

いのかなというふうに思います。 

  ＳＯＳを発信すれば、それなりに解決方法というのは見つけ出していくことができる。だ

けれども、やっぱりこもってしまうと、そこでどんどん落ち込んでいって、最悪の結果を招

いてしまう場合もあるので、そこら辺を相談しやすい体制づくり、誰もがその自殺に至る可

能性を秘めています。何か病気だったり、大きな病気にかかってしまったり、何か突発的に

大きな借金をつくってしまったりとした場合に、どんどん落ち込んで最終的には自殺願望と

いうか、そういう思考になってしまう場合もあって、これは何も一部の限られた人の問題で

はなくて、誰もが状況によってはそうなってしまう危険性を持っているということで、そん

なときにＳＯＳを出しやすい環境をつくっていくというのは、とても大事なことだと思いま

す。 

  なかなか難しい問題ではありますけれども、また各課、全庁を挙げてということで、しっ

かりとまたそこは予防に取り組んで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） 本当に、この件は悔やんでも悔やみ切れない。本当に、もう小学校か
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らの同級生で、本当にそれはずっとつき合った中でも、本当に自殺した中で、本当、なぜ、

確かに彼は真面目で本当に優秀でした。それがやっぱり人間的弱さを見せたくなかったのか

なと、今、感じております。 

  そんな中で今、栗原議員が言ったように、そういう相談しやすい状況、それをつくること

は大変大事じゃないかと考えております。やっぱり、今回の友人のその自殺によって、自分

も考えさせられました。やっぱりそこは何とかそういう人を少なく、１人でも少なくしたい、

そういう方向でも考えておりますし、今、町がやっているこの推進本部、どういう結論を出

してくるかと、大変興味を持っております。 

  何しろ、この自殺する、本当にもう40と言っても、２倍以上３倍ぐらいになりますもので、

これを少しでも下げる方向で、町はもう努力していきたいと考えております。また、その中

でまたいろんな、栗原議員もそういう目に遭ったと聞いておりますもので、またいろいろな

面で提案できるものと、また、それを実現して自殺者が少しでも少なくなるような方向で町

もやっていきたいと思いますので、またいろいろ御助言願え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、３番、栗原議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時４９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。 

午前に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員の第１問、入湯税についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 
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○１２番（鈴木 勉君） 皆様、こんにちは。 

  今回は、１問だけの質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  第１問、入湯税について。 

  今、東伊豆町の宿泊客が、来遊客の落ち込みが著しい。早急に対策を講じなければならな

い。 

  そこで、次の点について伺う。 

  １点目、平成30年６月26日の新聞記事によると、入湯税の引き上げが報じられているが、

その内容についてをお願いいたします。 

  ２点目は、使途に制約のある入湯税の引き上げでなく、100％観光振興に充てることので

きる観光財源としての新税の導入は考えられませんか、お伺いするところでございます。 

  よろしく答弁、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、入湯税については２点からの質問になっています

ので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の平成30年６月26日の新聞記事による入湯税の引き上げ内容が報じられてい

るが、その内容はにお答えいたします。 

  新聞には、来年度から入湯税について引き上げる意向と掲載されましたが、具体的な時期、

また引き上げ幅及び使途等については、今後、関係者の意見も聞きながら検討してまいりた

いと考えております。 

  次に、２点目の使途に制約のある入湯税の引き上げではなく、100％観光振興に充てるこ

とのできる観光財源としての新税の導入は考えられないかについてですが、今後の観光振興

の財源を確保することは、観光が主産業である当町にとっては、非常に重要な課題の一つで

あると認識しております。 

  新税につきましては、宿泊税の導入を検討している自治体もあるようですが、当町のよう

に宿泊客数と入湯客数がほぼ一致する形態の温泉観光地では、宿泊税を導入する意義は小さ

く、入湯税と二重課税となれば、納税者の心理的な負担も大きくなることが予想されます。

また、新税導入には総務省との協議が必要となる上に、課税システムの改修等事務コストが

増加する点なども考慮すると、現段階では入湯税を引き上げ、増収分について観光施設の整
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備や維持を中心とした使途に限定することが最も現実的な方法であると考えておりますので、

御理解ください。 

○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） 答弁ありがとうございます。 

  平成29年度の静岡県のこれ、新聞の記事なんですけれども、観光交流客数は前年度比

2.3％増なんです、静岡県は。宿泊数は1.9％増で、総人数で1,980万人、その内訳は大体伊

豆の玄関口でございます熱海市とか沼津市、三島市が好調だそうでございます。地区別で見

ましても、伊豆地域は4.7％の増だそうでございまして、しかし、東伊豆町の現状はどうで

しょうかというところにいきますと、先ほども町長の行政報告にもありましたんですけれど

も、いろいろな要点があるにしても、平成30年３月から６月までの４カ月で前年度対比のマ

イナス5.9％、人数で１万5,055人の減少が報告されたわけでございますけれども、今年の８

月のお盆の入りでございますけれども、満員というところの二重丸がつかなかったのは、こ

の東伊豆町が唯一でございまして、そういう点をあるホテルのオーナーなんかと２時間ぐら

い雑談をしたわけですけれども、賀茂１市５町のほかの地区の宿泊はいいのに、何で東伊豆

町だけがこういうお盆のときの入り込みが悪いのかな、そういう話をさせていただいたんで

すけれども、結論は出ないんですけれども、本当に自分たちも業界自身も一生懸命頑張って

いるんだけれども、もう個々の力だけなのかな、それだけだともう限度が来ているのかな、

やはり地域を挙げて、行政もやはりタイアップして、みんなで力を合わせていかなければ解

決できないのかなと。 

  そういう地域の魅力にとっても、個々の努力を超えるところ、そういうところまでもう来

ているのかなというのが、今始まった話じゃないんですけれども、もうずっと積み上げられ

た話題になるわけなんですけれども。 

  本当に、自分たちも、やはりなぜお客さんの入り込みが悪いのか、調査をしたり、検証を

したりして、しっかりと何とかここに手を打ちたいなと、そういう気持ちをひしひしと確か

め合いながら帰ってきたわけなんですけれども。 

  今の町長の答弁を聞いてもやはり何％上げるかという形の答弁だったんですけれども、や

はり、私が言いたいのは、今まで入湯税という使い方の中で、どこの町も同じなんですけれ

ども、残念ながら東伊豆町の資料、パソコンで出そうと思ったら字が小さくて出せなくて、

私の手元に熱海市の入湯税の使い方があるわけなんですけれども、総額的にいくと４億
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3,578万1,000円。これ、28年度ですけれども、そのうち観光に使われるのが大体47.6％、あ

とは環境衛生だとか、消防施設に使われている。この使い方の率は違うにしても、東伊豆町

も同じような入湯税の使い方をしているのではないのかなとは推測するわけなんですけれど

も。 

  今回、私が言いたかったのは、やはり入湯税というものを上げても、やはりこういうとこ

ろに配分していかなければならないというのは、やはり観光対策としては十分に使う予算が

確保できるのかなという心配があるわけなんですけれども。 

  今、町長なんかも、皆さん職員の方たちも新聞なんかの記事によく出てきますのが、熱海

市が導入しようかなと言っています宿泊税です。これが今、新しい税金という形の中で、私

も一般質問、通告書の中では書けなかったんですけれども、やはりこの宿泊税という新しい

税金ですよね、こういうものの導入によりまして、観光対策に100％使っていきたいなとい

うものだろうと思うわけです。観光対策のお金が十分に満たされれば、一般財源から使われ

ている予算もその分だけほかに回るんじゃないかなという。僕、一つのめぐり合わせとして

は、観光対策をしながら、ほかのほうの財源が余ったら、ほかの一般財源のほうを使ってい

けるという、良い点もでてくるんじゃないかなと思うわけですけれども。 

  この宿泊税については、既に東京都や大阪府、これが導入されているわけです。それで、

あとは今年の11月あたりから京都府京都市が取り入れるそうです。あとは北海道の私ども結

構行っておりますニセコがあります。倶知安町とかというのか、町の名前が。そこの町でも

導入しようかなと、まだ導入していないんですよ、導入していこうかなという方向性で議論

しているわけでございます。 

  熱海市も今度の市長さんの一つの公約の中で何とか、今、あれだけ私たちからすればうら

やましいなというような熱海市の繁栄があるのに、なおさらこれを将来に向けてもっと充実

していきたいという、そういう市長の一つの考え方の中で取り入れていくのがこの宿泊税じ

ゃないのかなと思うわけなんですけれども。 

東伊豆町もできれば、今、将来を憂いた私の一番最初の話になるわけなんですけれども、

それをいつまでも押し切れることなくして、やはり町の発展を考えていくという一つの機運

に戻ったときには、やはり入湯税じゃなくして、観光だけに、言葉は悪いんですけれども、

観光だけに使えるような宿泊税というものの導入がいいんじゃないかなと思うんだけれども、

そこら辺は町長、どうお考えですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 
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○町長（太田長八君） まず、１点、盆の県の発表。これは自分もびっくりいたしまして、す

ぐに観光協会の局長を呼びました。その中でこの数はどうなっているのか聞いた中で、やっ

ぱり統計のとり方が、あれは例えば９割以上が二重丸と、８割以上が丸とか、そのやり方が

ほとんどうちの町も８割以上でございましたもんで、私もあれを見たときは大変びっくりし

まして、すぐに協会の事務局長を呼んだ中で、協会の事務局長が、うちは熱川温泉、稲取温

泉を持ってきた中で、ほとんどがもう８割、あの三角じゃないもので、それは大変安心した

んですが、一応、これから毎年、あれも発表されますもんで、また一般の町民が見たときに、

何だ東伊豆町はと言われれると困るもんで、その提供数データ、これは十分精査した中でや

ってほしいということだけは協会の事務局長には言っておりました。 

  私も本当にあれを見てびっくりしましたし、会う賀茂１市５町の首長の中からも、東伊豆

町は何だこれはどういうことだということを言われましたもので、本当にやっぱり、うちの

町は観光で食べている町でございますから、一応、ああいう記事が出ると本当もうショッキ

ング的な出来事でございますもんで、これからのデータ情報には十分慎重に対応した中でや

っていきたい、そう考えておりますもので、県の発表、あれはちょっとうちの町がシビアに

見過ぎたもんで、ああなったということだけは、また町民の皆さんに理解していただきまし

て、盆にはそれなりの、普通のようにお客が来たということだけは理解してほしいと思いま

す。 

  次に、宿泊税の関係でございますけれども、この点につきましては、やっぱりこれは町長

選になる前、なったときも、やっぱり観光関係また宿泊関係の方が、これからだんだん財源

が厳しくなってくる中に、何とかそういう特化する財源を欲しいよという中で、一応、言っ

たのは現状でございまして、そういう中でも合うと言ったのは入湯税の引き上げが一番いい

んじゃないかと申しましたのは、檀上で言いましたのは、うちの町は入湯税、入湯客、宿泊

客数、これ全く大体一緒なんです。この辺、また観光課長が、熱海の場合は入湯客数と宿泊

客数が相当離れているもんで、宿泊税、そういうこと等と言ったんではないかと考えており

ます。 

  そういう中で、宿泊税というと、また入湯税、宿泊税、二重の税の重みが来ますもんで、

うちの町は入湯税。しかし、ではその中で本当、今、鈴木議員が言ったように、上げた分は

特化した形の中で観光に使いたいという考えでございます。入湯税は、檀上で言ったように、

観光、環境衛生、そして消防、３つの中で、この割合は多分、今度は観光の歳入を得た中で、

上げた分は観光で使っていきたいなと考えております。 



－51－ 

そういう中でおくれているのはちょっと、観光課長とかも、自分は財政の担当をもう一回

したいと思いますけれども、後は局長とか、そういうことからいくと、上げたところでどう

いうふうにやっているかということを検討した中で、これをやっていきたいと考えておりま

すもんで、うちの町は入湯税よりか宿泊税のほうがいいんじゃないかという中で、一応、入

湯税という中で今やっていきたい。しかし、その入湯税を上げた部分は、観光に特化した中

でやっていきたい。そういう考えでございまして、どのような方法が一番いいかということ

は、うまく検討するところでございますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） 入湯税と宿泊税の関係についてでございますが、今の例に出

していただいた熱海市については、近年、温泉を使わない宿泊施設がふえてきているという

ことでございまして、そうしますとそこでどうしても税の取りこぼしが出てきてしまうとい

うことで、それであれば入湯税はやめて、新税にしたらどうかというような検討の途中だそ

うです。また、先ほど議員のほうから名前が出た東京と大阪のように、首都圏というか、都

市部についてはやはり入湯客というのはもうごく小さなもので、ほとんどが宿泊のお客さん

で入湯税は取れないようなお客さんですので、そういったところが新税として宿泊税を検討

するというのは至極当然のことかなと思います。 

  当町について、今、町長から説明がございましたが、温泉を使っていない宿泊施設という

のがほとんどないもんですから、宿泊税を仮に導入したとしても、宿泊税と今の入湯客数は

ほぼイコールということになりますので、余り宿泊税を導入する意味が、ダブルで取ればも

ちろん意味はありますけれども、ダブルで取るとなると当然、税負担が重くなってしまいま

すし、余り印象もよくないということですので、新税導入ということになれば入湯税はやめ

るという方向になると思うんですけれども、そうしますと入湯税でも宿泊税でもほとんどい

ただける税額としては変わりがないものですから、そこで新税を導入しても余り意味がない

のかなというのが、町長が先ほど答弁した内容なのかなというふうに思います。 

  最近ですと、北海道の阿寒湖温泉ですとか層雲峡温泉のほうが入湯税は150円から250円に

100円上げております。この100円上げた分については、どちらの温泉場でも完全に観光振興

の財源として使うというような、そういう仕組みをしておりますので、当町においても今後、

もし入湯税を上げることがあれば、上げた分については観光振興に100％充当するというよ

うな条例なり基金なりで、そういう縛りをつくって、実施に移していくということは十分可
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能だというふうに考えておりますので、宿泊税よりも入湯税を上げて、上げた分は観光振興

に使うというそういった方法が一番スムーズで、事務的な負担もお客さんの心理的な負担も

小さいのかなというように、現時点では考えておりますので、御理解よろしくお願いします。 

○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） 今、観光課長、ありがとうね、答弁がよくわかる、理解できる。町

長、悪いけれども、発音が悪くてよく聞こえない。いや、ごめんなさい、冗談だよ。 

  内容的にいけば、今の話、課長が言う形だろうと僕も思うんだけれども、先ほど、一番先

に冒頭に言ったみたいに、入湯税という使い方の中で配分率というのが結果あったんじゃな

いかなと思うんです。そういう使い道の中で、今、課長が言ったみたいに増額してふえた分

だけは100％、観光の対策に使いますよという条例改正が通るかなとか、僕、いろんな心配

もするわけなんです。だから、増額した金額も新しく設けた宿泊税も金額が同じだったら、

やはり僕は切り離したほうが観光対策としてもインフラ整備もできるし、そこら辺の使い方

は町長が自由に観光対策費として使える、イベントの、細かく言えば、小さなイベントなん

かも観光対策になるんだったら、それも支援できるし、今みたいに一般会計から全部出すと

なると、なかなか町長としてもこれは出しやすいものと出しにくいものがあるだろうと思う

んだけれども、やはり観光財源としての確保がされているならば、やはり使い方についても

ある程度の町長の配慮というものが、僕は生かせるんじゃないかなと思って、こういう提言

をするわけなんですけれども。 

  今は課長さんのほうの答弁も聞きましたんですけれども、問題は、入湯税の引き上げにす

るかまだ決めていないわけですよね。決まったんですか。決まっていないよね。だから、僕

が一番心配している点もあるんですけれども、来年になりますと消費税が10％に引き上げに

なるわけですよね。自分たちもいろいろ商売していまして、やはり消費者がこの消費税が値

上げになったとき、５％から８％に上がったときの教訓なんかも思い出しますと、やはり節

約志向というのがどんどん出てくるわけなんですよね。 

  今も結構生活環境というんですか、経済状況がそれなりに思ったほどの所得の増加につな

がっていないのかなと思うんですけれども、また逆に教育関係だとか、自分たちの老後の設

計だとかにお金がすごくかかるのかなという、そういう観点からか、消費者が非常に節約志

向が強いんですよね。無駄なものは買わない、なるべく隣近所の使い物も買わない、できる

限り自分たちの生活だけのものを少量買っていくという、そういう現実があるわけなんです
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けれども、来年になって、また10％になりますと、消費者の方たち、観光客の方たちが何を

考えるのかなと思うと、自分もそうなんですけれども、無駄遣いはやめましょう、なるべく

節約しましょうという形の中で、どこを切り詰めるのかなという中は娯楽です。一番、楽し

くてみんなで行けるような旅行をちょっと控えましょうとか、それから食事も外で行くのを

やめて、今までの回数を減らして、うちの中で食事もしようよという、そういう、僕はまた

節約志向も始まりまして、結構経済も疲弊するのかなと、そういう懸念も一つ感じるわけな

んです。 

  そういう中でも、やはりこの観光で生きる東伊豆町の人たちにとりましても、やはりそう

いう節約志向の消費者の方たちが旅行離れをするというのが一番困るわけなんです。だから、

せっかく町長の考え方の中で、観光対策に何とかお金を使いたいから、そういうすごい将来

の不安の懸念はあるんだけれども、入湯税を上げさせてもらいたい。そのお金を何とか使っ

て、今よりも多くのお客さんに来ていただくようなまちづくりをしていきたい。この熱意は

大事にしていきたいなと僕は思うんですけれども、ここで伺いたいのは、そういう町長の思

いが、宿泊業を営んでいる業界の方たちにどのように理解されているのかを聞いてみたいな

と思うんですけれども、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） 基本的には、この入湯税の引き上げ、これはある程度現場で話し合っ

た中で、これから財源はだんだん厳しくなってくるもんで、観光としてもある程度財源を確

保していきたい。そういう中で、これは現場と話し合った中で入ったこの入湯税の引き上げ

ということで、この辺は理解願いたいと思う。 

  なぜおくれているかと申しましたら、基本的にはさっき壇上で言ったように入湯税と宿泊

税では、ほとんど入湯客数と宿泊客数はほとんど変わらないもので、入湯税でいきたいなと

いう案はありますけれども、基本的にはさっき言ったような税率となる。そうすると二重の

税が２つと、入湯税と宿泊税と２つになると、また来る人の意識が大変厳しくなりますもの

で、できれば１本でいきたいなという考えでございます。 

  さらに、課長が言ったように、もう北海道、そういうところではもう現にやっております

もので、よそへ本当は観光課長と本当は財政も一緒に行ってもらって、また局長も行った中

で、その条例をどのようにつくっているか、その運用をどのようにしているか、これはちゃ

んとした中でこの条例制定をしていきたいと考えておりますもので、６月に発表してから、

今まだおくれている、そういう状況でございます。これから、そういうところに研修に行っ
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た中で、よりよいものをうちはつくっていきたい。そういう考えでございますもので、おく

れていることだけは御理解願いたい。 

  それで、この入湯税、宿泊税、どちらにいたしましても、一応、これ伊豆半島の、あと首

長の中で話す中で、これから財源が厳しくなっていく中、この観光に特化したものをやって

いかなきゃならないなということは首長の中でもある程度一致しております。それが入湯税

になるか宿泊税になるか、それはまだ一定していません。熱海は宿泊税でいきたいと言って

おりますけれども、うちの町は何回も観光課長が答弁した、入湯客と宿泊客数がほとんど変

わらないもんで、宿泊税をやる意味があるのかな、宿泊税のためには総務省とかの問題、そ

して機械化の問題とかいろいろお金がかかってきますもので、できれば自分の考えは入湯税

の中でやっていきたいと考えてございますもので、この入湯税に関しましては現場と町との

話し合いの中で、これはやっていることは御理解願いたいと思います。 

  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） やはり、町長の答弁のごとくに一番大事なのは何かなというところ

ですよ。やはり、この町をつくっていきたいという町長の考え方と、この町の中で営業して

いる宿泊業の皆さん方とやはり考え方が一つになって、もちろん入湯税を上げるにしても、

新しく税金をいただくという形についても、やはり理解というものが一番大事じゃないかな

と思うわけです。だから、上げる大変さで、だけれども、私も言葉の中でもお客さんが減る

んじゃないかなという懸念があるよという心配もしているわけなんですけれども、そういう

不安も業界の中には出てくるんじゃないかなと思うわけです。 

  ですから、私は十分にそういう人たちと話をしていただいて、それから町長のつくりたい

まちづくりと、それに協力してくれるような業界の人たちの考え方が一つになった中で、税

金の率の、上げる率だとか、もちろん使い道だとかというものも十分精査してやっていただ

きたいなと思いますけれども、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） 当然、入湯税を上げるときはある程度この意思の統一、必要でござい

ます。しかし、基本的に町は観光協会に入っている方たちと話をしておりますもので、観光

協会との合意の中でやればいいんだけれども、観光協会に入っていない宿泊施設もあります。

そういったところは多少迷惑をかけるかわかりませんけれども、そちらは町の大きな中でや
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っていきたいと考えております。基本的には全部一致すればいいんでしょうけれども、それ

は当然、やるからには一部の反対意見もあるでしょうけれども、町といたしましては、東伊

豆の観光協会に入っている宿泊施設との合意の中で町はやっていきたい、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） 以上で、12番、鈴木議員の一般質問を終結します。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとうございました。 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２８分 

 

再開 午後 １時３０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、藤井議員より、一般質問で掲示板の使用についての申し

出がありましたので、これを許可します。 

  10番、藤井議員の第１問、アスド会館の処分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、通告しておきましたアスド会館の処分についてについて

質問いたします。 

  このアスド会館の処分については、この間、私、質問しておりますが、まだまだ納得でき

ないところ、それから、現在まだ契約前ということで、契約前ということは、あくまでも交

渉中という前提だと思いますので、その点についてお尋ねしたいと思います。 

  私は、ここの「処分について」という言葉に関しても、ちょっと処分というのはいかがな

ものかなと。いかにも物をちょっと処理しちゃうというようなニュアンスがあるので、本当
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は括弧をつけてやりたかったんですけれども、とりあえず余り細かいところにこだわらずに、

一応当局が出してきましたとおり、アスド会館の処分についてということで質問させていた

だきます。 

  これに関しては、多くの町民の方が、1,000万円なら私が買えるよなんていうことをよく

言われるんです。それから、介護予防拠点施設ということを廃止するということで、これだ

けたくさんの人が使っているのにということで、それを唐突に廃止していいのかどうかと。

町の継続性、いわゆる行政の継続性からいいますと、これはやはりきちんとした手続なり、

町民が納得するような方向で運営するのが普通ではないかと。廃止するにしても、そういう

代替案を考えるとかいうふうなのが必要なんではないかというような疑問を持っております。 

  そこで、まず初めに、細かいことですが、買い受け希望者、先方さんが当町に来られたの

はいつでしょうか。 

  私たち議会に報告があったのが、たしか昨年の12月６日なんですけれども、昨年の２月と

いうふうに町のほうでは説明しているんですけれども。レップジャパンさんが町に来られた

のは昨年の２月だというふうに言っているんですけれども、その間、ちょっと10カ月ぐらい

の間があるんですけれども、これはなぜ議会には報告がなかったのかなという疑問がありま

すので、その点、お尋ねしたいと思います。 

  それから、２番目に、これは町長、時々、ＰＣＢの処理に関して関係ないというふうにお

っしゃるんですけれども、そうじゃなくて、これも非常に突然感がある。というのは、今ま

でもずっと議会で議論されたり、こういうものがあるからどうすると。何年と何年、どう処

分しようかとか、処理しようかとかというような問題ではなくて、いきなり補正予算なんか

でぱっと出てきた感があるので、これについてもその処理についてはどうなっているのか、

この辺の疑問を伺っておきたい。 

  それから、３番目、これは提案型になるんですけれども、介護予防拠点施設として利用さ

れてきましたプール、体育館、温泉、これについて先方さん方々と共同利用する考えはない

か。これは、そうしますと町民もハッピーだし、それから買われた方、そちらにも若い学生

さん120人が来るんだというふうな話ですので、そちらも利用するんじゃないかと。これ急

ぎ取り壊したり何かすることなく、経費を折半すれば、これは町としても軽減するし、また、

先方さんにもメリットがあるんじゃないかなというふうに思いますので、その辺、今から交

渉とか、何かの余地がないかどうか、お尋ねしたいと思います。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。 
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  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、アスド会館の処分については３点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  １点目、買い受け希望者が初めて来町されたのは昨年２月、なぜ12月まで議会報告がなさ

れなかったのかについてですが、先般の議会全員協議会でも御説明いたしましたとおり、１

回目の訪問は、動物の飼育者の養成をしたいという発想段階での施設の見学でした。２回目

の３月は、施設活用についての構想案を持って、今後、譲渡を前提として検討させてほしい

との申し入れがありました。その後、何度か建設関連の技術者等の現地調査、改修に係る試

算、資金調達方法、協力者との調整などを経て、事業計画案が提示されたのが11月でありま

す。それを受け、町では、有識者の意見を伺った上で、交渉を進めるべきと判断し、議会の

皆様にお示ししたところであります。 

  次に、２点目のＰＣＢの処理はどうなっているかについてですが、５月25日開催の議会全

員協議会並びに６月15日議決の一般会計補正予算（第３号）においても説明をさせていただ

きましたが、アスド会館本館に保管されておりますＰＣＢ廃棄物の処分については、ＰＣＢ

特別措置法にのっとり、本年度と来年度の２カ年で適正に処理してまいります。 

  次に、３点目の介護予防拠点施設としてのプール、体育館、温泉を共同利用する考えはに

ついてですが、交渉段階において、相手側はプール、体育館を利用する意思はなく、本館の

みの売却を大前提として話を進め、現在もそういう意思がないことを確認しております。ま

た、老朽化した施設の改修に多額の費用がかかることから、使用を断念した経緯を考えても、

町が費用負担をして利用を再開するという考えは全く持っておりません。 

○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） 御答弁いただいたんですけれども、かねがねお答えなっていること

と余り違っていないんですけれども、その点はそれはそれで一貫性があると思うんですけれ

ども。 

  ところで、昨年の２月のこれ何日だったかわかりますか。町長、面会記録というのがたし

かあると思うが。日にち、わかると思うんですがね。 

（「わからない。じゃ、後で」の声あり） 

○１０番（藤井廣明君） ええ、じゃ、後でわかったら、あれしてください。 
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  これに関しては、レップジャパンの白輪社長が、今年の２月６日にそこの河津東急ホテル

で「カワズの挑戦に学ぶ」という題で講演なされたんです。パネリストの一人として壇上に

上がられて講演されまして、そのときに私は伊豆新聞で前の西さんですか。その方が断念さ

れたという記事を見まして、すぐに行きましたとおっしゃっているんです。それは私だけじ

ゃなくて、そこにもう何百人の方が来ていますから、また議事録もあると思います。すぐに

行きました。買いたいと意思を表明して言ったんだと。この方は、なかなかビジネスマンと

しては優秀じゃないかなと思うんですが、即断即決といいますか、そういうタイプだと思い

ます。 

  なぜかといいますと、前のアンディランドをお買いになったとき、まず見に来たか、何か

取り引きか何かあったと思うんです。そのときに、そこの前の社長がここを売却したいと思

っているんだと言ったら、じゃ、買いましょうと言って買ったんだそうです。それで、本社

が静岡ですから、お帰りになりまして、今日、アンディランドを買ってきたよと社員に話し

たそうです。社員は何を買ってきたのかなと。亀の餌かなとか、亀かなとか、そんなふうな

もう勝手な想像をしていたんですけれども、いや、アンディランド全部買ってきたというふ

うに言いましたところ、非常に社員も驚いたというふうにおっしゃっていました。 

  そのような例から見ますと、この方の動きはなかなか素早く動いたということをその日も

強調しておられました。 

  それはいいんですけれども、そうしますと、それが今年の６日の話で、それは昨年の２月

の日に自分は伊豆新聞を見てすぐに行ったよというふうに言っていますので、多分、２月７

日の記事ですから、２月８日ぐらいじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、そ

れは後でわかるでしょう。 

  いずれにしましても、その後、議会に報告なり、その話が来たのは12月６日なんです。ち

ょうどここはタイムラグといいますか、10カ月の間があるわけです。その間、いろいろ売却

に関する交渉、あるいは先方の会社の資産内容、そういったものを調べるとか、またいろい

ろなされていたとは思うんですけれども、いずれにせよ10カ月の間、私ども議会、それから

町民には知らされていなかったということは事実なわけです。 

  それから、逆に言いますと、今度、町の動きはなかなか素早くて、12月６日、議会に知ら

せた後、もう６月６日には合意に至っている。そこでわずか半年の間に合意に達している。

その間に６月30日には、これはプール、体育館はもう閉鎖だというふうにおっしゃっている。 

  これは、先方さんはビジネスマンですから、それはもう幾ら早くても何もちっとも構わな
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いんですけれども、行政の対応としては、これは町の土地ですから、住民が現に使っている

わけですから、行政財産であるわけですから、私はもっと丁寧な扱い、あるいは告知の方法、

それから議会との相談、議会等々からもう少し意見を聞くとかという期間があってもよかっ

たのではないかというふうに私は思っているわけです。その辺を町長はどんなふうに考える

のか。 

  それから、町民にはどんなふうに、６月30日のプール、体育館、温泉、要するに介護予防

施設の廃止ということをお知らせしたのか。それで、そのとき現在で、６月前ですから、大

体何人くらいの町民が利用していたのか、それは延べ人でも結構ですから、その年度が始ま

って現実に皆さん、利用されていたわけですから、その辺の人数なんかもお知らせいただき

たいなと思います。 

  それから、たびたびこれは委員会等々でも質問しているんですけれども、アスド会館維持

管理事業、いわゆるアスド費です。予算書の中で、あるいは決算書の中でアスド費と言われ

ている部分は、これは正確に幾らなんだか、ちょっと１回確認しておきたいと思いますので、

お願いできますか。 

  さて、その次のちょっと質問が重なりますけれども、たくさんありますけれども、ＰＣＢ

問題についてなんですけれども、これは質問の仕方としては、別掲を立てればよかったかな

と思いますけれども、とりあえずこれは同じアスド会館の問題だということで、質問の第２

段にさせていただきます。 

  このＰＣＢの処理に係る費用は総額で幾らなのかと。先ほど町長が２年間で適正に処理す

るというふうにおっしゃいましたけれども、総額が幾らだということを伺っておきます。 

  それから、ついでに、町長、これいつ発見といいますか、わかって、そういう予算化とい

いますか、処理というふうに思い立ったのか。発見というのはおかしな言い方ですけれども、

これはコンデンサとかトランスなんかに入っている毒性のもので、なるべく早く処理しなさ

いというのは国の方針でもあるのは存じておりますけれども、うちの町でアスド会館にこれ

があるということがわかって、これを処理するぞと予算化した、その経過といいますか、時

期、その辺もちょっと教えていただけませんか。 

  それから、既に今年度の処理分は処理されたんじゃないかと思うんですが、この処理に当

たってはたしか2,200万超えていたと思うんですけれども、それは特定の業者といいますか、

こういうのは入札とか何かかかるんですか。その辺に関してもちょっと受けとめておきます。

よろしくお願いします。 
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○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 大分事務的なことがありますので、そういうものは事務局に答弁いた

させます。 

  まず、レップジャパンさんとの会見は、昨年の２月、私は基本的には開発業者とは一切会

いません。ある程度、話を煮詰めた段階で、できた場合は、こういう話は大変いいですから

という中で会うので、レップジャパンさん来たとき昨年２月、会っておりません。面会時間

は、多分、そのときは副町長がみんな対応しておりまして、基本的には開発事業に関しまし

ては、ある程度町として方向性を見据えた中で、これでいってもいいよという中で開発業者

と会うことにしておりますもので、２月には会っておりませんけれども、面会時間につきま

してはちゃんと記録に残っておると思いますもので、その辺は担当課より答弁をさせたいと

思います。 

  さらに廃止にしたこと、これはまず区長会の区長さんには前もって言っておりました。一

応こういう状況の中では６月いっぱいに廃止でいきたい。そういう中で区長さんたちには一

応了承を得ております。そういう中で、一般の告知は担当課長のほうにさせていくというこ

とはまたしますけれども、まず町の代表者とか、そういう９区の区長さんたちにはもう前も

って早々とちょうど６月の末には、アスド会館、費用というような面での廃止の方向でいき

たいということは言っておりますことは御理解願いたいと思います。 

  次に、ＰＣＢの関係でございます。 

  これは、ある程度、アスド会館と、あと水道関係、これあったのは承知している中で、平

成28年５月２日に改正ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法が

公布されまして、平成28年８月１日に施行されました。この中において、処分期限がうちの

町がやっているのは安定器、その他の汚染物でございますもので、平成33年３月31日までに

は処分しなさいということがもう法的に定められている中で、本当は今年全部やる予定でし

たが、廃棄先が結構満杯なもので、１年でやる予定でしたけれども、相手方の受け入れ体制

が十分でないということで２カ年になったということでございまして、なったのはそういう

措置でございまして、原課ほうからこういうＰＣＢのものがあるということは、このときも

ある程度知らしめるということが現実でございます。 

  あとはもう大体事務的なことでございます。事務のほうから説明いたしますが、答弁漏れ

がありましたら、また私のほうから答弁したいと思います。 

  以上です。 
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○議長（飯田桂司君） 企画課課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ｉＺｏｏの白輪社長がお越しになったのは、２月９日の１時

に来庁されております。この当時は、先ほども申し上げましたけれども、前々から動物飼育

者の施設をつくってみたいという構想があって、７日の新聞をごらんになって興味を持って、

来たということです。そのときにお持ちくださったのは、ｉＺｏｏさんの概要の書類を持っ

てきて、うちの会社はこういう会社だよということで、こういうことをしたい、それで現地

を見せてくださいということで現地の御案内をいたしました。 

  次回、お見えになったのが３月14日です。そのときには、ある程度の構想案というものを

お持ちになって、こういうことをしたいということを具体的な書類でごらんになりました。 

  その後、何回か現地を見させてくださいということで、計画案ができたのは11月ごろとい

うことは、先ほど答弁いたしたとおりです。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） まず、アスド会館の６月30日閉鎖についてのお知らせとい

うことですが、プール利用者等にお知らせしたのは、６月１日に現場、プールのほうの受付

のところに張り紙をさせていただきました。施設の老朽等について、利用については危険も

あるということで、６月30日をもって閉鎖をさせていただきますということで張り紙をさせ

ていただきました。 

  それから、アスド会館の維持管理費ということですけれども、平成29年度の決算ベースで

申し上げますと、1,925万6,000円、これがアスド会館維持管理費に計上された金額となりま

す。 

  それから、あとＰＣＢの処理についてですけれども、本年度、補正を含めまして予算化さ

せていただきましたのが、補正予算等でも説明はさせていただきましたけれども、1,074万

円ということで、これは478キロ分ということです。31年度の処理につきましては、411キロ

分で1,242万8,640円という一応計上をする予定ではおりますけれども、まだ予備計測という

ことですから、この辺のところにつきましては、予算のときに実測値と変更があるのは困る

ということで、少し上乗せをさせていただくような形になろうかと思います。 

  それから、現在、今年度の処理につきましては、処理場の北九州のほうのジャスコの処理

施設のほうから、搬入について11月を予定してくださいということでお知らせが来ておりま

す。業者につきましては、もちろん入札ということではなくて、これは国で定められた場所

での処理ということになりますので、入札等は伴いません。 
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  それから、計画については登録制となっておりますので、静岡県のＰＣＢ処理基本計画に

のっとりまして、静岡県に届け出を出して処理を待つというような形で処理をさせていただ

いております。ですので、当初、今年度の処理のものですけれども、指示により今年度と来

年度の２カ年での処理という形でさせていただくということになっております。 

  それから、ＰＣＢの保管というか、それにつきましても、ＰＣＢ特別措置法の中で保管場

所等についての変更はできないというようなことで定められておりますので、当初からアス

ド会館にあったものとして捉えております。 

  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） 忘れないうちにＰＣＢの件からあれしますと、町長、そこにちょっ

と表を出しておいたんですけれども、平成28年度改正ＰＣＢ特別措置法、これは長ったらし

い名前が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法ということだ

そうでございまして、これはおっしゃったように28年に改正になっている。 

  その中で見ますと、先ほど町長、33年というふうにおっしゃったように思うんですけれど

も、35年が期限です。そこのところにも一覧表で赤い枠ですが、2023年３月31日が処理の最

終的期限なんです。そうすると、今から５年先ということになるわけです。ですから、33年

というのはちょっと違うんじゃないかなという気がするんですが、２年ぐらいのタイムラグ

がありますけれども、それはともかく、それから先ほども１日タイムラグがありましたから、

私は８日くらいじゃないかと、社長来られた日ね。そしたら、９日だというのが正確だと言

うので、それは構わないんですけれども。 

  いずれにしましても、私が言いたいのは、ＰＣＢは確かに国で廃棄を義務づけられている。

しかしながら、今、ここのアスド会館に関しては売却の話が進んでいるんだと。その話が、

現在、合意に達した段階。それを、現在、アスド会館にあるＰＣＢ、処理しなくちゃならな

いものを、今年と来年の予算で処理していくんだということに関しては非常に納得できない

ものがある。 

これは、うちの町が非常に財政豊かで、いいよ、そのくらいやってくれということであれ

ば別ですけれども、平成35年まででよろしい、今までもこれも何回もおくれてきたり何かし

ている例があるわけですけれども、それはともかくとして、最終期限がそういうふうに2023

年３月31日までというのを、今、契約の段階でなぜ当町が負担してそれを払わなければなら
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ないのか。 

また、来年の予算でも、先ほど金額1,025万でしたか、処理するんだと。そうすると、も

う来年なんかといいますと、相手と契約は成立しているんじゃないでしょうか。相手の所有

になっているものに対して、当町がなぜその処理費を払わなければならないのか。これに関

しては一般町民的な感情としても私は納得させることができない。これに関しては、鋭意答

弁を求めたいと思います。 

  1,248万円ですか、来年度の予算と。２年間にわたって総額二千三百何十万くらいの費用

を当町が負担して、契約した後もうちの町が責任を持って処理していくんだなんて言います

と、これは何かどこかで聞いたような話の逆バージョンといいますか、国のほうで森友学園

とか何か言っていますけれども、ごみがあったとか、なかったかというような話ですけれど

も、その逆バージョンで、むしろごみがあったから、処理しなくちゃならないなら、私らが

処理しましょうと。太っ腹なところを見せているわけですよ、うちの町は。しかし、なぜそ

んな必要性があるのかに関して、これは私は非常に疑問でございます。 

  まず、平成33年か35年かに関して、その表が、これは最新の平成28年の改正ＰＣＢ特措法

です。その前ですと39年まででよかったんですけれども、４年間早まりまして35年が最終の

期限日になっていますので、ぜひあちらをごらんいただきたいと思いますけれども、今日は

皆さんにもちょっと資料を配れなかったんですが、そのようになっております。これは環境

省が出している資料なものですから、これを否定するというわけにもいかないんじゃないか

と思うので、私はここに非常に疑問を感じます。 

  それから、私は、議会としてはこれは売却の方向で話を進めていいよということが大勢だ

ったかと思うんです。そのことは私も一議会人ですからわかります。しかしながら、全面的

にお任せしたということではない。価格やら、あるいはその方法等々に関して、もっともっ

と詰めなくちゃならないんじゃないかというのが私の立場なんです。 

  それは、逆に町も同じで、初め示したときの合意事項の中には、たしか施設の目的に変更

あった場合は買い戻しできるというふうなのが10年間というふうになっていたはずなんです。

それが、今度、新しい合意を見ますと、この合意案には、契約案という中にはそれが７年で

いいというふうになっているわけです。どうでしょうか、皆さん、７年ということはあっと

いう間に来てしまうわけですよ。個人の売買じゃなくて、いやしくも地方自治体がそこの町

民の土地を売るわけですから、町有地を売るわけですから、７年過ぎれば、その方が目的外

に使おうと転売しようと、それはいいということになってしまうわけです。 
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  それは、アスド会館は約２万坪、６万4,489平米ですか、それだけあるものをこの金額で、

この方法で売っていいのかどうか。ざっと計算して、今回、買うのは全部宅地なんです。周

りは林地とか、雑種地があります。しかし、宅地ですから、宅地が静岡県の平均的な基準宅

地なんかを見ますと、平米３万7,000円、最安値の平均でも２万9,400円、静岡県地価基準値

なんていうのを見ますと、去年あたりを見ますと、こんなふうな金額が出ているんです。 

  今回、購入しようとしている人たちはその辺の利用方法があっていいと思うんです。そう

いう方向でいくということは構いませんけれども、まだまだ交渉の余地があるのではないか

というふうに私は思っておるわけです。 

  つまり１つには、今回、私、南伊豆に行って、エクレシアという老人介護施設を見てまい

りました。それがすばらしいんですけれども、何しろ金額が18億8,000万円だというんです

よ、かかったのが。これは、東京都の杉並区と南伊豆町が話し合って特区で出たわけですけ

れども、整備費の18億8,000万の中で杉並区が５億9,000万、約６億というふうにしておきま

しょう。それから、静岡県も応援して、これが３億7,000万です。これを４億としましてざ

っとしますと、つまり６億と４億で10億、それが公的な援助、あとの８億はどうしたかとい

いますと、これは管理運営する梓友会さんが出したんだそうです。そして、どうですか、こ

の立派な建物ですけれども、この建物は町民の方も利用できるんです。杉並区が50人、南伊

豆町が25人、あとほかに伊豆の市町から25人お預かりしましょうとなっているんです。町に

とっても非常に介護施設としてメリットがあるんじゃないかと思うんですが。 

  ところで、町は幾ら出したとお考えでしょうか。町は１円も出していないんです。 

  用地はどうしたのかというと、この土地は貸与、賃貸なんですよ。無償貸与といいますか

ら、お金は入ってこないのかもしれませんけれども、とにかくこれがやめたり何かした場合

は、また町で使えるわけです。これが行政財産の処分といいますか、そのあり方だと思うん

ですよ、普通は。 

  もし万が一、７年過ぎて、レップさんがやらないというふうに言った場合には、転売され

ても２万坪の土地を失ってしまうという、こういう現象になるわけですから、これはやはり

草ぼうぼうで遊んでいる遊休地でも何でもないわけで、現に町民が使って健康増進に生き生

きとして使っていた施設を売却する。７年過ぎれば、その会社が転売してもよろしいという

条項になっているわけです。 

  それと、また指定用途の変更何かとか、ちょっといろいろ甘いなと思うんですけれども、

向こうが勝手に目的を変えたいときは、それはやむを得ないときはやむを得ないというか、
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しようがないですねと７条の３項とか、その辺に関しましては、町有地は非常に町としては

必要じゃないかなと私は思いますけれども、この辺に関してはさんざん論争しましたからあ

れですけれども、ほどほどにしておきますけれども。 

  それから、レップジャパンさんも、ここの条項を読みますと、必ずしも学校というふうに

うたっていませんよね。これは飼育員養成機関というふうに書いてあるわけで、そして、そ

の学校ができるまでどうするんですかと、１回、全協で伺ったことがあります。そうしたら、

初めは寺子屋方式でやりますというふうにお答えになりました。それでも養成機関には間違

いないというふうに言い張れるわけですよ。ですから、こういう別に必ずしも学校ができる

のではない。例えば、10人でも15人でもいらっしゃって、白輪社長が講師になって、おっし

ゃるように寺子屋方式でやれば、これは立派な養成機関と言えるわけですから、それで７年

間過ぎれば、やめましたと言えば、町はそれは買い戻しできないんです。 

  その辺は買い戻しする必要ないんだと町長はおっしゃるようですけれども、それでは、逆

にお伺いしますけれども、今回、お売りする全部宅地は約2,000坪ですね、総面積が大体６

万坪ですから。あと残された９割の土地、建物、温泉、これは一体どういうふうに町長は考

えているのか。まだ考えていないというんじゃなくて、それはやはりこうこうこういうふう

に自分は考えているとかしない限り、この売却話、私ら議会だって認めるわけにいかないじ

ゃないですか。 

  というのは、９割方の土地が残されるんです。真ん中のいいとこどりされちゃうんです。

それで、上物が建っているから土地が安いんだよと。鉄筋のもう50年でしょうかね。1959年

設立ですから、50年近い建物が建っているから安いんだよと、そういう言い方でずっと来ま

した。 

  しかし、今回、レップジャパンさんは、その古い建物をそのままと言うとちょっと語弊が

ありますけれども、耐震はしない、中を多少直して使いますとはっきり言っているわけです。

つまり上物に価値があるということですよ、それだけね、向こうから見てですよ。上に鉄筋

の建物があるから安いんだと、それを壊す費用を見れば安いんだから、それはもう幾らでも

いいんだみたいな話ですけれども、そうはいかないと思うんです。これは、私は利用できる

可能性もあるし、ケース・バイ・ケースだと思いますけれども、利用しないにしても、今す

ぐ壊すわけじゃないわけですから。 

  そうしますと、これつきでこの宅地2,000坪は一体幾らの価値があるんだと。だから、上

に上物があって、それがかえって安くなるんだというふうにおっしゃってきましたけれども、
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私らは、そんなことないんじゃないの、また使うと言うんだから価値があるんじゃないのと

思いますし、だったらこれはどうしたらいいか。僕は安いと思うし、町長は高いと思うし、

その価値はどんなふうに感じているか、その上の建物の価値に関してね。これを判断するの

は、世間一般には不動産鑑定士とかいう立派な職業あるわけです。少なくても公的財産の処

分、約２万坪の土地・建物、場所においてはそれは入れないで、私がちょっと安いんじゃな

いのと言うと、町長は、いや、そんなことないと言う。それに関しては、土地の評価に関し

てやはりきちんとしかるべき機関を入れるべきではなかったのかと、それは今からでも遅く

ないのではないかということです。 

  これは幾ら合意に達したといえ、私ら町民、あるいは議員が一人でも納得できなければ、

これは最後までちゃんと納得させてくださいよ。私たちの土地ですからね、町長個人の土地

じゃありませんからね、言っておきますけれども。 

  くどいようですけれども、私は、そういう点に関して随意契約ということで、今回、結ば

れるわけですけれども、これは大原則で公有の土地に関しては一般競争入札がそもそも原則

だと。町長は、それでやっているといろんな方が来るとか、何かおっしゃっていましたけれ

ども、それは原則を外しているということだけは認識しておいていただきたいと思います。 

その辺の見解の相違もあるかと思いますけれども、私はやっぱり議員としては町民を一応

代表していますので、何人かは。納得できるように、町民の財産の売却、これに関してお答

えいただきたい。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） 質問が多岐にわたっています。答弁漏れがあったら、指摘していただ

ければありがたいと思います。 

  そういう中でアスド会館のまず売却についていきます。 

  これはもう私になってから、不要財産の処分をすることはもう長年の懸案事項でありまし

た。そういう中で、私は当時、議員のとき、このアスド会館をもらったほうが将来まちのた

めになるよと言って、今、責任を感じております。と申しますのは、今、本当アスド会館に

対する維持管理、もう町を相当圧迫しているのが現状でございまして、よくこの話になると、

私はこういうふうに申しわけなかった、このような財産を無償でもらって、本当に今は皆さ

ん方に負担をかけている中で、本当そこは反省しているところでございます。 

  そして、再三再四、もう何回もこれも藤井議員ともやっております。1,000万円、それだ

け聞けば安いでしょう。しかし、この1,000万も終わった後にいろいろな学校関係をつくる、
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これ1,000万円、何もしなければ安いですよ。何もしないで、ただもらうだけなら。しかし、

この1,000万、その後にいろいろこの中を活性化してもらうために何億の金がかかってまい

ります。そういう中で、やっぱり一般の町民1,000万、ただそれだけは、いや、それ安いな、

自分でももらいたいよ。そういう方はどんどん町に来てもらっていいですよ。しかし、この

1,000万の中には、基本的にはもうこの後、まちの活性のためにいろんな面でしてもらえな

ければ、この物件は売れませんよということは言いますもので、そうしたらもう町民の方が

逃げていくと言うとおかしいけれども、1,000万円というのだけがひとり歩きしたら困りま

すもので、その後のフォローをしていただきたいというのは、そう考えております。 

  さらにアスド会館に対しましては、本当これはもう再三再四、もう藤井議員とは、何回も

やり合っています。これは100％の方が、何でもそうです、アスド会館に対して全て100％の

町民が賛成ということはありません。町といたしましては半数以上、やっぱり５割以上の方

に対しまして、もういいじゃないかと言えば、それは町はやっていきたいと思います。藤井

議員のように反対する人もいると思います。しかしながら、町の姿勢としては、町民のほと

んどの方が売っていいじゃないかという中で、今、話を進めております。 

  今回も壇上で言いました。計画案が定まって、有識者の意見を伺った中で、これはいいん

じゃないかという中で、議会のほうに示したのが現状でございまして、町が一方的にやって

いるのではなく、一応町の将来のためにこれがいいんじゃないかという中で、ある程度、意

思を固めて、また町の有識者の意見をお聞きした中でこの話を進めて、今、議会のほうに言

った中で、ある程度、その方向で話を進めていいですよという中で言っておりますので、今、

話を進めておるのが現状でございます。 

  それで、７年間の期間がありました。基本的には、当初、町は10年縛りつけたのは間違い

ありません。しかしながら、向こうから、これは長いから７年間にしてくれないかとありま

した。町といたしましても、やっぱりこれはもう長年の懸案事項であると。譲るべきものな

ら譲った中でやっていくという中で、この７年間というのが妥当かどうかということを、町

も10年間はちょっと重いかなという中で、ちょっと県のほうに確認した中で、県のほうは一

応その縛りを７年間という中で、今回、譲るべきところは譲って、この話をまとめたいとい

う中で、今回、７年間というのになったのが現状でございます。 

  さらに７年間のうちでも、事業を全然やらないでもう７年間放置して売却、これは絶対あ

りません。そんなことをしたら、藤井議員が言ったように意味がありませんもので、基本的

には事業をやった中で７年間先の売却、これはいたし方ないかなと考えておりますので、そ
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の辺は御理解願いたいと思います。 

  また、不動産鑑定につきましては、担当課のほうから説明いたさせますけれども、基本的

には前回の大学、いろいろとありました。そういう中で、やっぱりどこの自治体も、学生と

か若い人たちを集めるときは、もう土地は無償で貸してまで誘客するんだよと、もう大学の

先生に言われました。当時、町はある程度お金を要求したんですけれども、そういう自治体

は今どき珍しいですよ、もう若者が来る、そういう建物に関しては、町は無償で提供してで

もいいですから来てください、これがほとんどの流れですよという中で、ちょっと大学の先

生と議論しましたけれども、当時の流れはもう若い人を町に自治体が呼ぶときは、自治体は

もう敷地は無償提供した中でまちづくりをやっていくというのが、ある程度の流れでござい

ましたもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  では、アスド会館はその辺にしておきまして、もし答弁漏れがあったら言ってください。

お願いしたい。 

  次に、ＰＣＢの関係でございます。 

  このＰＣＢとアスド会館は別個にして考えてもらいたいと思います。 

  ＰＣＢというのは、基本的に町がやらなきゃならない事業でございます。そういう中で話

があったけれども、これを１年でやるという中で、町は、計画した中で一応受け入れ先のほ

うがちょっといっぱいなもので、２年間にしてくれないかという中で、今、話が進んでいる

中で、要するにアスド会館の、レップジャパンさんに申しわけないけれども、本当は１年間

で売却する前にこういう話が進んで処分するつもりでございましたけれども、一応受け入れ

先が２年間になったもので、申しわけないけれども、１年間置かしてくれないかというのが

現状でございまして、これはレップジャパンのほうもそれはいたし方ないと、今、話が進ん

でおります。 

  ＰＣＢというのは、アスド会館に関係なく、これは国が責任を持って対応しなければなら

ない事業、それをちょっと藤井議員も認識していただきたいと思います。 

  そして、ＰＣＢの二千何年の問題につきましては、担当課のほうから説明いたさせます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） それでは、ＰＣＢの処分のことについてお話しさせていた

だきます。 

  まず、先ほど議員のほうから建物の売却について、それもというような話がちらっと出ま
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したけれども、ＰＣＢの処分につきましては、譲り渡し及び譲り受けの制限というものが法

律上決められております。 

  それから、あと場所についても、保管者の届け出によって事業者は届け出場所を変更して

はならないというのが法律で定められております。 

  それから、処分の日時ですけれども、うちのＰＣＢにつきましては、静岡県の基本計画に

のっとったという形で行いまして、本件に係るＰＣＢの廃棄物の種類ごとに処理体制と処理

予定が違うということで、ＰＣＢにつきましては、高濃度と低濃度というものに分けられま

す。うちのほうの場合には高濃度の蛍光灯安定器、古い昔使っていた蛍光灯安定器というも

のが該当するということで、これにつきましては、34年３月31日までの処分というように処

理の予定が決められております。そのほかには、高圧トランス、コンデンサ等は35年３月31

日、車載のトランスについても35年３月31日、それから低濃度のＰＣＢの含有廃棄物につい

ては39年３月31日ということで決められております。 

  以上となります。 

○議長（飯田桂司君） 企画課課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） アスド会館の価値、不動産鑑定を行いました。このとおり不

動産鑑定書をいただいております。その計算につきましては、まず土地・建物の再調達価格

を計算いたします。それに建物が今どれくらい価値があるのかという割合を掛けます。そう

しますと、もう耐用年数はほぼ終了しておりますので、３％の価値しかないという見解でご

ざいます。 

  その現存価格に対して、さらに原価率を掛けます。原価率というのは、市場性を考慮して

ということなんですけれども、市場性というのは、土地・建物の場所、それから建物の状況、

築年数、汎用性、需要等加味したものを市場性というようですけれども、それを見ますと原

価率は70％ですので、物理的価格の30％しか価値がないということになります。 

  そうしますと、価格につきましては、2,890万8,000円の価値だというような鑑定結果が出

ておりますので、御承知願います。 

○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。 

  建物以外の活用方法、これはほとんど保安林でございます。保安林ということはもう御存

じ、もうできません。基本的には、源泉、これは売却していきたいなと考えて、今、売却の

方を探しておるのが現状でございまして、体育館のほうは行く行くは、これからまた議会と
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の、この前、山田議員からもいろんなことを言われましたもので、町は基本的には一応取り

壊していきたいなと考えておりますけれども、また違った意味で何かということがあったら、

これはもう決定ではありません、あくまでも意向としていきたいと。しかしながら、この前、

全協のとき山田議員からもいろいろなことを提案されましたもので、これはまたいろんな中

でどのような方向が一番いいかという方向は検討していきたい、そういう考えでございます

ので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（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） 先ほど私、土地に関してもこれはドーナツ状に買われてしまうんだ

と。間、土地・建物、その一番いいところ、やっぱりいいとこどりなんですよ。あと残され

たものに対しての処置をどういうふうに考えているのかというふうに伺ったと思うんですけ

れども、それに関してはまだ、今、お答えいただいていない。 

  それと、やはり逆に言いますと９割の残された土地、それからプール、体育館、温泉、そ

れに関しては、逆にうんと金がかかってしまうんじゃないかと私は思うんです。もう当然、

草ぼうぼうになるでしょうし、観光地にふさわしくないような状態になる。それに関しては、

今、源泉を売却したいというふうに言っていますけれども、これは当然、町が2,500万円で

買ったものですから、今までも直し直し来たわけですし、そんなに簡単に価値がないという

ふうに断定していいかどうかに関してわかりません。 

  それと、これ全体を見ますと、今般、北海道でも大きな災害が起こりました。あるいは近

辺の例を言いますと、下田のほうも稲梓のほうに町役場を移すというふうなことをやってお

ります。そういうことを考えても、これは、今、一つのあり方として、皆さん、不安を持っ

ているわけですよ、ここの町の司令部、災害があったときどうするんだと。そういうときに、

ここを手放して、簡単に若い人が来るからいいんだというふうなことに関しては、私は根本

的に間違っているんじゃないかと。災害のためには、やはりああいうような高台にせっかく

ある町有地ですから、それは持っているべきではないのかと。 

  それと、もう一つ、住民の健康、それから介護予防拠点施設というところに関しては、町

長、これだけはわかっていってほしいんですけれども、今もってあそこにプールに行ってい

る方が、どこか泳ぐところはないかと言って、下田の敷根のプールに行っているんです。し

かも、これはすごいなと思うのは、車で行くんだったら、私だって割と簡単に行けます。と
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ころが、電車で行っているんです。稲取の駅まで来て、電車賃をかけて下田の駅におりて、

向こうに行くと。それを聞いたときに、私は本当にこれでいいのかと。今、町の人口は65歳

以上が45％です。若い人に対しても教育、子育て、そういうお金はかけなくちゃならない。

しかし、45％、どんどん増えてきている老人に対して、この層に対して今現在使っているの

に、それを取り上げてしまうような使い方、これは、政治の根本は福祉だと町長もおっしゃ

ったです。私もそう思います。その根本的な大目的から外れますし、またどうでしょうか。

うちの町の健康保険税が、これ上げないで済んでいるわけです。これは近隣でも珍しい。そ

れから、介護保険料も全国平均よりも2,060円安いんです。こういったところから見ますと、

年寄りの方が一生懸命努力してきているから、これだけの成果が上がってきているのであっ

て、長い目で見れば、これは非常に価値のあることです。何億の価値になるかわからない、

私はそう思います。 

  そういうものを行政の継続性からいって、責任からいって、政治の目的からいって、私は

やっぱり町長にこれはぜひ再考していただきたいなと。最低限、その人たちが使えるように、

私が先ほど提案したように、レップジャパンさんと経費を折半して貸してもらえないかとい

うような交渉、貸してもらったっていいんです。もしあれだったら、私もそういう条件さえ

整えば、これは賛成しないこともないですよ。だけれども、いいですか。そういうふうな何

にもなしに、町民の利益に反することに関しては私は賛成できないので、その点に関しては、

まだまだ合意を急ぐ必要はないと思いますので、ぜひ最後の最後まで町民の利益、町長がお

っしゃる百年の計を考えて契約をしてほしいなというふうに思いますので、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） これは、内山議員の一般質問があります。そのとき言おうと思いまし

た。要するにプールという感覚を介護のプール、そして一般が泳ぐプール、これを分類して

もらいたいんです。町としては、介護に対するプール、これは必要だと考える。しかし、泳

ぐプールは、これは附属的なもので、介護のために必要がありません。 

  あとまたこれは内山議員の一般質問のときにも言いますけれども、介護に対するプールは

あれだけ大きいものは必要ないんです。それは泳ぐためにはあれだけ必要ですよ。しかし、

あれはあくまでも介護施設でございますから、その介護に対しましてあそこまでは大きいプ

ールは必要ない。これは内山議員のとき言うつもりでしたけれども、今、たまたま言わせて

いただきますけれども、その辺、町民の方も理解していただきたいと思います。 
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あのプールはあくまで介護のプールであって、水泳のためのプールではない。これを皆さ

ん、勘違いしているから、何とかプールを残してほしいと言っておりますけれども、町とし

ては介護のためのプール、これは必要と考えておりますから、これは厳しいでしょうけれど

も、また何回も、これは内山議員の質問になりますもので、この辺にしておきたいと思いま

す。プールの趣旨というものをちゃんと理解していただきたいと考えております。 

  さらにもう１点、残りの使い勝手ですね。 

  これはあくまで保安林なんですよ、何回も言ったように。保安林がほとんど占めておりま

す。その中ではもう荒れるとかそういうことは、今の現状と変わらないと考えております。

ただ、あとは町が源泉を売却、そして今のところの体育館とプールをどのように活用するか

というのは、今、基本的には言いましたけれども、これはこれからの話でありまして、一応

町は基本的にはそう考えているけれども、これからまた議会の皆さんと話をした中でやって

いきたいと思っている中で、90％の土地が荒れるということは町は考えておりません。現状

のままじゃないかと考えると、それは当然体育館とかそういうところは、多少荒廃する可能

性ありますけれども、敷地全体に対しましては、そのような認識でおります。 

  以上でございます。 

○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。 

  この際、２時45分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時２７分 

 

再開 午後 ２時４４分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員の第１問、幼小中学校施設の環境整備についてを許し

ます。 

  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） 今日の最後になりますけれども、私は３問の質問をいたします。 

  まず初めは、幼小中学校の学校施設、その環境整備についてを問いたいと思っています。 

  猛暑だとか異常気象、災害の防備について伺います。 

  まず、第１点はエアコン（冷暖房）の設置状況と設置箇所、それからその導入の見込みに

ついてお聞きしたいと思っています。 

  第２点目については、ブロック塀の安全のチェックについてはどうなさっているのかどう

か、その２つをお願いします。 

○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） 第１問は、教育委員会の関係でございますもので、教育長より答弁い

たさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 内山議員の第１問、幼小中学校施設の環境整備についての１点目、

エアコン（冷暖房）の設置状況と未設置箇所への導入の見込みはについてですが、現在、当

町の小中学校の保健室、パソコン室など特別な教室には冷暖房エアコンが設置されておりま

す。幼稚園、小中学校普通教室においては、夏季の暑さ対策として扇風機を設置しておりま

すが、エアコンは設置されていない状況です。 

  未設置の普通教室へのエアコン導入の見込みについてですが、先ほど町長の答弁にもあり

ましたが、教育委員会としましては、来年度、国の補助金等の動向を踏まえながら、町内幼

稚園、小中学校の普通教室にエアコンを設置する方向で検討していきたいと思っておりま

す。 

  次に、２点目のブロック塀の安全チェックはについてですが、６月18日に発生した大阪北

部地震で、小学４年生がブロック塀の下敷きになり死亡した事故を受け、教育委員会では６

月20日に町内学校施設及び周辺通学路のブロック塀等の緊急安全点検を実施しました。 

  点検の結果、稲取小学校において、職員駐車場入り口側からお諏訪様側西門までのブロッ

ク塀が建築基準法の規定を満たしておらず、さらにブロック塀ではないものの、西門から入

谷へ上る坂道のコンクリート塀に劣化や、損傷が見られました。その状況について直ちに学

校に連絡し、児童への安全指導を指示するとともに、危険箇所に「安全注意」の掲示をして、



－74－ 

歩行者への注意喚起を行いました。 

  現在、安全な塀にするために、どのような施工が最善か検討しているところです。また、

国が進めている補助金の要件なども踏まえ、早急に改修をしたいと思っておりますので、御

理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 私は、過去にもエアコンの設置等については２回も３回も質問してい

るわけですけれども、そのときは学童というか生徒さんというか、学校の先生方が、例えば

体育の授業をやって、それで汗だくになって、それこそ更衣室だけで着がえて、何にも手当

てがなくて、そういうものの関係だとか、それから職員室についても昔なかったんですね。

そういう中で、いろいろ話をした中でやっていただいたんだけれども、現状の中では、今教

育長が言われたように、職員室だとか特別なパソコン室だとかそういうところに設置されて

いて、教室にはないということですね。 

  そういう点で、一番初めに笠井議員が質問したことがあるから、私は確認の意味でやるよ

うな格好になると思いますけれども、いずれにしても、町長、先ほどの答弁で、来年の７月

までに確実にやるということ、話をしていますから。いずれにしても、もちろん国の補助金

をいただくことが一番大事なわけですけれども、なくても設置をするということの形が、お

約束が確実にできるかどうか、７月ということを言ったものですから。その関係について、

まずもう一度問いただします。 

  それから、実際に私、なぜ導入ということにまたなりましたというのは、暑いだけじゃな

くて、寒い関係もこれから出てくるというか、実際にこの間、学校で視察見学をさせてもら

ったんですけれども、朝も言ったように、温度が36度もあるものが、実際に教室に入っても

36度、あるいは34度。そういうものを見たとき、恐ろしかったんです。自分の家で日中いて

も36度なんてものがあったためしがないんです。私のところで今、冷房も暖房もついていま

すけれども、せめて暑いときでも30度を下回っているというか、そういう状態の中で、教室

の中が一番涼しいところで32度。それから、そのとき行ったときは大体34度ぐらいのあれで

すね。それで、子供さんの様子を見たら、実際私のところ孫がいるんですけれども、「じい

じ、教室の窓側なんてのはもう暑くて、とてももうお勉強なんていうようなことが頭になか

なか入らないよ」と。「窓際のほうになるとかなり、逆に廊下側のほうだといいんだよ」と。

それで、低学年のところから今度、中学年、高学年のところに行ったら、扇風機は回ってい
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るわけですけれども、それで子供さんが机を、机というのは普通整列してなっているものが、

あっちに行ったりこっちに行ったり、間をとって涼んでいるというか、そういう状況を見て、

この状態で勉強をするということは、なかなか子供さんにも負担がかかっているのかな。 

  昔、我々のときなんかは、先ほど、20年ほど前から比べると４度も高くなったというよう

なことで、ちょっと想像がつかなかったんですよ。だから、これは普通だったら、昔なら、

いや、子供は今ちょうど成長の盛りのときだから、我慢させて鍛えてやっておくがいいなん

ていったことを考えていたのが、これはとても子供さんの状況を見たら、そんな状況の中で

言えることじゃないなと。やっぱり新聞、テレビでやっているようなことで、本当にこの状

況の中に入ったら、死亡するような、死去に至るようなことも出てくるのかなと。そういう

ことの中で、私は今度のことを考えたわけですよ。 

  もう１点は、やっぱり冬になっても同じように、逆に寒い陽気が続いたときに、そういう

ものは考えていかなきゃ無理なのかな。それには、今度は逆に暖房が必要になるかな。そう

いうものを完備して、初めて学校の今度は授業というか、教育がまともにできるのかなと。 

  確かに今考えてみると、自分の家の中にも冷暖房というのは、１つ１つの部屋を考えると

３つあるんです。だから、大抵のお家だと、居間だとかそういうところにはあったりするこ

とがあって、自分らの学校に行くよりかは、自分の家で涼しく過ごすような格好のことが普

通になってしまっていると思うんです。 

  そういうことを考えると、先ほど町長がはっきり言明してくれたように、７月に実施して

もらうように、12月の予算なり、あるいは最低でも３月のときは確実に決まって、補助金が

決まらなくても、例えば契約については早くできますから、仮契約して、それで確実に工事

が遺漏がなくできて、７月には完成するような格好のことを私は希望いたします。 

  それと、もう１点は、先ほどの笠井君の話にもありましたように、体育館についてもでき

れば、今、災害が多くて、実際に災害に遭った方が避難をする場所として、今、各ところの

中学校、小学校があるわけですけれども、そこにも入れていただくことができれば、早いう

ちにそういうことができるような格好で、これは国の補助金だとかそういう形のものがつい

たときになるかもしれませんけれども、それについても切にお願いをしていきたいと思って

います。 

  それから、ブロック塀の関係ですけれども、教育長が言われたように、大阪の地震で子供

さんが、女子の生徒が本当に優秀な子で、学校の門柱近くで、逆に子供さんをお迎えして、

元気よく「おはよう」の言葉もかけながらしたところに、大地震が来て、ブロック塀に挟ま
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って亡くなった。本当に自分の孫も今小学校に行っているわけですけれども、小中学校に行

っているわけですけれども、そういうことを考えるといたたまれないんですね。 

  それで、先ほど教育長が言ったように、私も前々からこのことがある前にも、先生が言っ

たお諏訪様の前のところ、あそこの塀はこんなに高いわけですよね。いかにも危ないのをあ

らわしているようなところなんですね。それから入谷口に上っていくところもずっと、私な

んかの子供のころからあったんですけれども、高い塀で、これが倒れたら怖いななんて言っ

て話をしながら、入谷の友達のところに遊びに行ったようなこともあったんですけれども。 

  それについても今検討中ということですけれども、いつ地震が起こるかわかりません。こ

れも国の予算云々ということもありますけれども、修理して直すことはできるんだけれども、

直すことについては相当費用がかかるんですけれども、壊すことについてのものはどうなの

か。壊すだけ壊しておいて、後からブロック塀じゃなくて、別のものを建築するというか、

建設するというか、そういうふうな二段構えのことができないかどうか。一度壊してしまう、

今の危ないところを。あした地震があるかわかりませんから。壊してしまう費用が幾らあっ

て、実際にできるのかどうか。それから、壊しておけばそういうことは遭わないわけですか

ら、それについて今度補助金が出た中で考えていただけるようなことはできないかどうか。

それについて改めてお聞きします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） ほとんど、予算関係でございますもんで、私が答弁させていただきま

す。 

  最初のエアコン関係、これは基本的には私はやるつもりでおります。しかし、全教室にな

ると予算的なものがあります。まず、今使っている普通教室、これはやっていきたい。そう

考えておりますし、さらにこれ、小中だけじゃなくて、やっぱり幼稚園、これも大変。私も

月一回行って、もう幼稚園のとき１回体験させていただいて、本当、これ幼児に対してはと

てもやり切れないというような、これ、幼稚園もやっていきたいと考えております。小中の

みならず幼稚園もこれはやっていきたい、そういう考えでございます。本当、笠井議員が言

ったように、全部の教室やればいいんですけれども、とりあえず今使っている教室だけはこ

れはやっていきたい。そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  さらに、あと体育館の関係、これ本当に、さっき言ったスクール・ニューディール事業の

とき、稲取小の改築があったですよ。そのときに、当局は一応体育館を避難所という中で、

200ボルトの変電室をつくりたかったんですけれども、それは必要ないんじゃないかと断念
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した経過があります。やっぱりこれからはそういう体育館の避難所、施設整備、これ大変重

要と考えております。やっぱり今災害が起こっている中で、避難所で生活をしていると、大

変厳しさを考えておりますもので、これは当然町といたしましてもやっていかなければなら

ないと考えておりますけれども、現にこの今度の改修工事は体育館まで考えておりません。

あくまでも普通教室、一般の小中学校、当然これは幼稚園も含まれております。 

  そういう中、いい補助事業があったら当然体育館、避難場所にはそういう施設もやってい

きたい、そう考えておりますもので、エアコン関係は強く理解願いたいと思います。 

  コンクリートとか塀の関係、これは教育委員会が全て調べていただきました。当然、内山

議員が心配するように、いつ災害が起きるかわかりませんもので、壊した段階で補助金が出

ること、それをちゃんと精査した中で、いざ災害が起きた場合は、基本的には人災が起きな

いようなその方向でやっていきたいと思います。 

  今、かわりに、いろんな面でそこに近寄らないように、いろいろ何か置いてありますよう

です。できれば、内山議員の言っているほうが一番なんじゃないかと考えております。これ

はまた国と相談しながら、どのような方向、また財源的にも変わってきますもので、何しろ

28年には一応総合施設管理の中で、コンクリート塀のあれも入っておりますもので、それだ

で、やっぱり国の動向を注視しながら、一番いい方法でコンクリートはやっていきたい。そ

う考えておりますので御理解を願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 内山議員さんのまず、冬のご心配もありまして、今回は夏の状況を

何名かの議員にも見ていただいたと思いますけれども、先ほどお話ししたように、教室内が

32度、34度、36度とかそういう、今までも30度以上はあったんですけれども、やはり34度、

36度というのは本当に異常な状況でした。 

  その心配から、全国で今学校等のエアコンのこの導入が進んでいくんだと思いますけれど

も、心配されていました冬の寒さ、それにつきましても毎年、寒い中で子供たちは学校教室、

学習を頑張っていますけれども、先ほどお話しした学校の環境衛生基準の中で、この４月か

ら17度から28度が適切な温度であるという改定がありました。それに合わせて、やはり冬も

17度を下回らないような教室環境が学習に望ましいと考えております。そのような環境は、

今後つくれたらいいなということで、エアコンの導入はやはりどうして必要だなというふう

には思っております。 
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  それから、塀のことですが、これまでも確かに危険な高さであったということで、まず取

り除くということは、地震に対する対応としては必要なことだなと思います。取り除いて、

あそこを路面から今度運動場までが非常に高さがありますので、取り除くということが可能

であれば、まずは地震対策ということではいいのかなと思いますが、取り除いてあそこから

また落下するような児童がないような措置をしなければいけないということで、いろいろ総

合的にまた考えていく必要があるかなと思います。 

  あとは、町長の答弁にありましたように、予算的にはいろいろなことを検討しながら、い

い形で早急に改善していきたいなと思っております。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） １点申し置きます。 

  本当に今年の夏は異常気象で、平均がもう1.8度高いという結果が出ておりますし、高気

圧の上にまた高気圧が乗ったということも言われております。 

  しかし、やっぱり最悪のことを考えなければなりません。それは当然やっていきます。し

かし、やっていくけれども、やっぱり運用の面で一番、つけたらもうどんどん使うんだとそ

ういう考えでやってもらうと、本当これから維持費が大変でございます。やっぱり必要なと

きはつける、必要でないときはつけない。これのめり張りをつけていただきたいと。 

  と申しますのは、一例のあるところで、エアコンをつけた中で、エアコンがついたと、も

う何やかにやエアコンに頼った中でやって、もう電気代がすごい高くなった可能性が現実に

ありますもので、その辺はちゃんとつけますけれども、めり張りのきいた使い方、これをお

願いしたいと考えておりますので、それちょっと言い忘れましたもので、言わせていただき

たいと考えて。やることはやります。 

  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） エアコンについては、今、町長と教育長が言ったように、普通教室に

は確実にやるということで、それも７月ということで約束をしてもらったものですから、そ

れはそれで一応いいといたしましょう。 

  体育館のことについても、これ、予算の問題があると思いますけれども、これも災害につ

いてもいつ起こるかわかりませんから、何とか手を挙げて、前のスクール・ニューディール

みたいに手を挙げて、ほかのところの模範になるような格好でつけてもらうようなことがで
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きればいいんじゃないかなと思います。 

  それで、町長、今、電気代がかかると言いますけれども、余りそれは今年のことかという

こともあるけれども、電気代はもちろんかかるんだけれども、テレビ、ラジオではできるだ

けエアコンつけろというようなこと言っているから。十分わかりますよ、私も監査もやって、

小中学校、幼稚園の電気代を合わせると膨大なものになります。そういうことで、教育長が

言われたように17度から28度ぐらいのところが適温ということですから、そこらは教室にも

管理をする先生方がいらっしゃるから、その辺の判断で、町長、逆に余り心配なさらないで、

その辺はお任せしてやったほうがいいと思います。 

  それで、もう１点のブロックについては、取り壊しができないというようなことも今言っ

たように、落下するような可能性があるということがありますから、私も必ずしもそうでは

なくて、そういう方法ができて、簡便に取り壊しができて、防御ができるような格好であれ

ば、早急にやってほしいと思うし、それからできるだけ早急に検討して、早くやって、補正

の予算でもつけて、やっていただくようなことにしていくことがいいのかと思います。そん

な点で、第１問目についてはこれで終了いたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは誤解してもらいたくないんです。電気代がかかるから駄目と言

うのではなくて、これはつけるのもつけないのも十分に、そして最適な状況でこれやっても

らうのは別にいいんですよ。しかしそれ以外に使ってもらうというのは、一例がもう現にあ

りまして、ある施設をつくって、そこにエアコンを設置したときにもう電気代がもう莫大な

ものになりましたもので、その辺はやっぱり、これはつけることで電気代がもったいないか

らつけない、そんなことではないですよ。やっぱり最適な空間をつくることが絶対必要です

から、それに関してはいいんですが、その最適な空間があるにもかかわらず、またそれ以上

に暖房とかエアコンつける、そういうことはもうこれは管理の面ですから、これはもう学校

側に任せますけれども、そういうことがあったので、電気代がもったいないとそういうこと

ではありませんもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、アスド会館プールの廃止後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） 今、町長、先ほどのあれは、私もそういう状況がわからなかったもの
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で、余りテレビやラジオではそれに対して、つけろつけろと言っているものですから、町長

のためを思って今言ったものですから、その辺はわかってください。 

  それで、２点目については、アスド会館のプールの廃止後についてということで、アスド

会館が今度売却されるような格好になって、それで逆にプールは売却されないで、現実の中

で、老朽化されて残っちゃっているわけですね。その関係で、実際に今まで使った皆さんが

プールを使えなくなるということが現実に起こるわけですけれども、その点で、プールの代

替の施設の見通しとプールを利用した健康づくりについてどう考えているのか、その辺につ

いてお聞きします。 

○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） 内山議員の第２問、アスド会館プールの廃止後についてのプールの代

替施設の見通しとプールを利用した健康づくりはどのように考えているかについてですが、

代替施設には、現在も検討中ではありますが、見通しはまだ立っておりません。健康づくり

として活用しやすいプールとは、アスド会館のプールよりももっと規模の小さなもので、温

度管理などいろいろ面で扱いやすいもの考えます。 

  プールを利用した健康づくりにつきましては、プールがあって初めて成立するもので、現

在健康づくり課において、プールを利用しない教室が運営されております。プールを使った

健康づくりはそれなりの特色はあると思いますが、プールにこだわらなくても健康づくりは

十分できると判断しております。 

○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） その点で、実際に、代替の見通しということの前に、現実のアスド会

館の老朽化した施設、それを改修するための費用というようなことについてはどのくらいか

かるかどうか、その辺のちょっと確認をいたします。 

  それともう一つは、プールを廃止するということの中で、まだ代替施設の見通しが立たな

いというようなことについては、先ほどの藤井議員のことじゃないけれども、無責任だなと

いうことを言われる格好になると思うんですよ。だから、藤井さんの言ったのは、見通しが

つかないものについて、なぜプールを廃止するんだということの論理になってくるもので、

できるだけこれについては早くに見つけてあげないと。 
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  私も必ずしも、町長が言ったように、プールが健康づくりの形だけではないと思っている

んですよ。だから、別に代替施設が見つかるまで、あるいは建設されるまでの間、どういう

形のそのものを健康づくりのためにやるのか、その辺のところが見えれば住民の方も納得し

てくるのかな。だから、ここの町はプールでなくても、陸上競技場とかですね、ゴルフ場の

関係だとか、それから細野の高原だとか、その上にあるような施設がありますよね、そうい

うところのものを使って運動機能を高めるようなことについてもあると思いますから。 

  今、私が言っているのは、代替施設にかわりのカリキュラムというか、そういうものがど

ういうものがあるかどうか、それに住民の方が納得するような形のものが出てくることが一

番大事だと思うんですよ。その辺について、ちょっと具体的にどういうものを考えているか

ということをお話し願いたいと思っています。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） このプールに関しまして、本当、町もまた議会の方たちも一応何か代

替施設がないかという中でやった中で、なかなかないのが現状でございますけれども、町と

しては諦めずに、どこかまだあるのかどうか、これは検討していきたい。ということは壇上

で言いました。やっぱりある程度、そのプールといたしましても泳ぐプールじゃなくて、あ

くまでも介護のためのプール、そのためのそういうプールは、これから町はどんどんまだま

だ探していきたいと考えております。 

  そういう中で、健康づくり課のほうもこのプールがなくなっても、代用するような健康づ

くりの教室をやりましょうと言っています。その内容は原課から説明いたさせますので、ま

た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） 健康づくり課課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） それでは、御質問の内容で、プールの改修等についてどれ

ぐらいの費用がかかるのかということですけれども、まず、体育館軀体そのものの屋根が平

成25年から雨漏り等がありまして、毎年毎年修繕等、補正予算等もさせていただいたりしな

がら、改修を進めてきましたけれども、補修だけではもう追いつかなくなったということで、

全面の屋根の改修が必要ということで、これが3,400万円、一応見積もりが出ております。 

  それから、消防設備等で非常用の発電機等について、これも老朽化して、パッキン等をだ

ましだましながら使い続けてきたんですけれども、いよいよ無理だということで、この辺に

つきましても必ず安全性ということで、使う以上は即直さなければならないというような考
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え方がありますので、これが大体850万ぐらいかかるということです。 

  それから、その他細かなものについて、消防設備全体で1,000万ぐらいかかると。それか

ら、プールの床等を毎年ペンキ塗り等で、全部水を抜いたときに職員全員でペンキ塗り等し

ながら維持しているんですけれども、プールを使って、教室をやっている間に、皮膚が非常

に柔らかくなるということで、プールの軀体等については非常に神経を使っているところで

ございます。 

  その軀体等も今老朽化が始まって、コンクリートが浮き上がるという爆裂というものが発

生し始めてきている。これをそのまま置き去りにした中ですと、必ず教室のときに、利用者

の方が足を切ったりしてしまうというのがあって、これも直さなければならないということ

で考えると、これが大体補修で1,500万円ぐらいかかると。それで、温泉の設備等について

の補修等を含めて、もろもろ１億程度かかると。それから、あと電気的なものの設備のこれ

から老朽して、温泉ポンプ等の改修が必要になってくるというようなものを含めると、総合

的に１億5,000万ぐらい必要になるということです。 

  これを補修している間にプールは使えないわけですから、教室ができないということで、

その間に我々はそういうことも含めて健康づくりのプログラムというものについては、プー

ルがない、そういう想定のものでもちろんやっております。それから、今まで介護予防等で

プールの部分の教室等を非常にクローズアップされてはおりましたけれども、実のところ、

プールではない教室等のほうが人数が多く、筋力アップトレーニングだったりとか、そうい

うもので町民の方に広く健康づくりとして利用していただいているので、プログラムについ

ては心配せずにいるところであります。 

○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、聞いておわかりいただいたと思うんですけれども、実際に１億

5,000万円もかけて、200人ぐらいですか、その人がたちが使うものを買ってほしいというよ

うなことはなかなかちょっと言い切れないと思うんですね。そういう意味で私は、プールに

かわるものを早くカリキュラムを組んであげて、ない中ではそういう形のものを当然考えて

いかなきゃいけない。 

  それで、実際に代替のものについては、逆に町長、いつごろまでにやるような見込みなの

かどうか、その辺の思惑だけでもいいですから、ちょっとして、質問を終わりたいと思って

います。 
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○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この代替施設、本当は皆さんが要望しております。それで、民間との

検討の中で、やっぱり25メートルのプール、なかなか貸してくれないのが現状でございます。 

  しかしながら、やっぱり町としても粘り強く、できれば今年度中ある程度めどをつけてい

きたいなとは考えております。今年中まだあります。31年３月ごろまでにはある程度のめど

を立てた中で、もし無理だったら、もう原課でやっているその陸上での健康づくり、これを

やってもらいたいと思います。何にしても今年度中には、粘り強くやっていって、そういう

考えでございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、火災等の取り組み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） 火災等の取り組みについてお伺いいたします。 

  不審火と思われる火災が発生をしていますけれども、続いているようですが、その対応に

ついてはどうなさっているのかどうか。 

  それから、第２点目は、火災発生の告知と鎮火の伝達についてはどうなさっているのかど

うか、その辺をお聞きします。 

○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） 内山議員の第３問、火災等の取り組みについては２点からの質問とな

っていますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の不審火と思われる火災発生が続いているようだが、その対応についてです

が、先日容疑者が逮捕されたことから、警察及び消防署で実施しておりました巡回警戒に加

え、消防団による巡回警戒の警戒については、取りやめとさせていただいております。 

  次に、２点目の火災発生の告知と鎮火の伝達方法はについてですが、平成28年４月より消

防組織が広域化されたことによる組織、体制の改変に伴い、消防署員によるサイレン吹鳴、

広報ができなくなったことから、現在は火災発生及び鎮火告知については、メールにより消

防団員の出動、住民への広報となっておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 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） 不審火については、逮捕されたということで、一応安心をしたわけで

すけれども、この間、全協のときに町長、小学校付近に、両方の小学校付近のところに防犯

カメラをつけるような話で予算調整をしたいというようなことがありますけれども、その辺

についてはどうなっているのか。不審火が起きたところが、また小学校というか、そういう

ところであるから、その辺のところについてはどうなったかどうか、てんまつを、犯人の逮

捕だけではなくて、ちょっと教えてもらいたいです。 

  それと、火災の発生と告知については、駿東の消防組合に加盟して、一緒に足並みそろえ

てやっているということなんですけれども、私は今、町長が言われたように、実際に火災が

起きると駿東の消防組合のほうからメールだとか、あるいは自動電話で町長以下幹部職員、

あるいは消防署のほうに行って、それを住民に対してはメールだけで今告知をしているとい

うことです。 

  それから、実際に鎮火についても同じようにメール等でやっていると思うんですけれども、

実際にここで私が言いたいのは、ずっと駿東の消防組合に加入して、ほとんどのところが足

並みをそろえているから、住民についてはメールの告知で、あるいは鎮火の伝達については

よろしいということで考えていたと思うんですけれども、私は今度のことでいろいろ、火災

が起きて、ほとんどの方、住民がわかっていないんですよ。実際にもう年をとった人だとか、

私もそうだけれども、メールを見てやるなんてことは、まして夜中のときなんていうのは見

られるわけではありませんから、そうすると、従来の有線放送だとか、サイレンでお知らせ

する形のことが一番確実だし、それから、鎮火についても有線放送でやる形のものが一番住

民への告知、それから伝達になるのかな、そういうふうに受け取っているわけですよ。 

  それで、私、ほかの地区のことも含めてお聞きしたんですけれども、有線放送だとか、あ

るいはサイレンでやるというようなことについては、そこの自治体の権限ということなんで

すね。それは、私は両方の消防組合、それから下田の消防組合等にもお聞きして、ここの消

防のほうにもお聞きしたわけですけれども、それは自治体の権限ということは、町長の判断

でサイレンだとか、あるいは有線放送でできるということなんですね。 

  これがなぜしないかということは、一部の人たちの苦情、ほかの地区もお聞きしたんです

けれども、夜中に有線放送が鳴るとか、あるいはサイレンが鳴るということについては迷惑

だから、苦情がそういうことがかなり多くてやめて、一応足並みをそろえているということ

なんですけれども、実際に賀茂地区の場合で、今有線だとかサイレンで告知しているところ
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は今ありません。従来は、河津だとか南伊豆については、ついこの間までそういう形でやっ

ておったんだけれども、現在はありません。 

  それから、駿東の消防組合の地域については、同じように清水町だとか、伊東については

ちょっと以前まであったけれども、今はなし。それで、現在、住民にはっきりそういう有線

放送だとか、サイレンで告知するところは、伊豆市だとか伊豆の国市、これについてはしっ

かりサイレンを鳴らしたり、あるいは有線で夜中であっても告知をして、それから鎮火した

こともお知らせしているような形なんですね。 

  そういう点で私は、これはやっぱり行政のほうで自治体の権限であるということであれば、

ちょっと住民のアンケートをとるとか、あるいは極端に言えば、住民投票で、もちろん苦情

がある課題もあるんですけれども、せめてそういうものをもう一度チェックをしていただい

て、再考してもらうことを考えるのかどうか。 

  これは人命にかかわることなんですね。私のところに二、三電話がかかってきたのは、自

分の家の近くに、この間、小学校の不審火のときなんかは自分のすぐ近くなんです。そこに

あったのを自分も知らないんですよ。それで、私が火事で大変だったと電話があって、一度

おさまって、それから、いや、俺のところは全然そういうことわからなかったと。本当に大

きい火事のときになったときに、逃げられるかどうかということが、今度は命の保障をして

もらうためには、若干、それは騒音であろうとも、やってもらうことがいいな。 

  もっと言えば、例えば、どうしても迷惑になるんであれば、城東地区のときは城東地区だ

け、有線放送だとかサイレンを鳴らすとか、あるいは稲取地区の場合は稲取地区のほうだけ

サイレンを鳴らしたり、あるいは告知をして、それから鎮火したということもわからないと、

実際に火事になってもどこが火事になったのかどうか。この間の奈良本の４人の方が亡くな

ったときだって、我々も全然知らないんですよ。当日までも。実際に大きなテレビ放送でや

ったとき初めて奈良本で火災があって、４人の方が亡くなったことがわかるような状態です。 

  そういう点で、命の危機というか、そういうことを、恐れている人もありますから、これ

は自治体の権限ということは、町長の考え方によって、どういう形にもなると思うんです。

それももちろんどうしてもやらなきゃならないとか、そういう理屈があるのか、あるいはや

ることのほうがいいのかどうかということの判断も必要ですから、今、あした、あさってや

れというようなことではありません。これは、実際に私ども、議員の皆さんにも私聞いたと

ころは、駿東の消防組合に入ってから、それからほかのところもやっていないで、当たり前

のことで、そういうことは告知しない、あるいは鎮火の伝達はしないということで受け取っ
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たんですけれども、実際、中身を聞いてみたら、そういうことではありません。そういう中

で、私はここで強くもう一度再考してもらうことをお願いしたいと思っています。 

  １つは、従来の消防署、そこの今の本部消防のところに有線放送の機能があったからやっ

たんだけれども、それの機能がなくなって、実際に今、役場のほうの有線を使う格好のこと

であるから、職員が夜中に来るとかそういう格好になると大変だったこともありますけれど

も、実際にやってはいけないという有線放送するとか、サイレンを鳴らしてはいけないとい

うことではありませんから、十分再考してもらうことを考えていただきたいと思います。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） まず、不審火の関係でございます。まず、不審火が出ると、すぐにう

ちは、自分は警察の署長に電話いたしました。そういう中で警察の署長が巡回を多くいたし

ますよということを言われた中で、警察のほうも一応不審火だけじゃなくて、やっぱり学校

の中の不審者があるもので、一応そういう監視カメラをつけてもらいたいようなことを要望

されました。 

  そういうことで、たまたまタイミングが合ったという言い方おかしいですけれども、ちょ

うど不審火と警察の要望がありましたので、今回、監視カメラを専決でつけさせていただい

ております。基本的には、この捕まるとか捕まらないではなくて、もうそういう状況になら

ないように、解決いたしたとしても、一応専決でこの監視カメラに対しましては処分させて

いただきました。これに関しましては、議会の議長のほうに説明させていただいている…… 

（「専決じゃなくて予備費です」の声あり） 

○町長（太田長八君） 予備費か、ごめんなさい。予備費で対応させていただきました。これ

は何しろ、先を争うもので、やっぱりこれが解決したからといって学校の安全性もありませ

んもので、何しろ、児童の安全とかそういう面を考え中で、予備費ですぐに対応させていた

だいたことだけは理解願いたいと思います。 

  次に、２点目の火災発生、これに対しましては、基本的には団の本部でサイレンが鳴らな

い方法でいろいろ改善しております。そういう中で、町といたしましてもその方向でやって

いきたいと考えております。と申しますのは、やっぱりいろんな面で、これで消火活動がお

くれたとなれば、これはいろいろ再考しなければならないと考えておりますけれども、この

消火活動がサイレンが鳴らないことによっておくれたということはありませんもので、基本

的にはこの現状でいきたいと考えております。 
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  それと、やっぱり何と言っても広域になったこともあります。そしてこの庁舎の夜間の見

回りの関係、これ、職員がやっているのは民間に委託しております。夜間になりますとやっ

ぱり民間の方がどれだけ対応できるかというのは、さらに混乱するんじゃないかという中で、

町といたしましても、現状の中でやっていきたい。 

  そして、消防団といろいろ検討しています。その検討につきましては、また担当課に説明

いたさせますが、やっぱり消火活動におくれが生じたならば、そのサイレンというものは検

討して。要するに、一般の町民にサイレンとは何かということを認識してもらいたいです。

サイレンは火事があった、どこにあったというのを知らせるのではなくて、あくまでも消防

団、これを招集するためにサイレンを鳴らすのでありまして、やっぱりこの辺を勘違しない。 

  火事があったからサイレンを鳴らすのじゃなくて、ここは当然、火事があったために消防

団員を早く招集した中で鎮火したい。これが主な目的でございますもので、火事を知らせる

ということが、町民に知らせることが目的ではありませんので、その辺は御理解願いたいと

思います。 

  そういうような中で、私も消防団員のアンケートを見させていただきました。やっぱりサ

イレンを鳴らしてほしいのは結構ありました。そういう中で、何かいい方法はないかという

中で担当と消防団、いろいろ検討していると思います。消防団、何しろ、現状の中でよりよ

い方向で消防団活動をやっていくということ、強い決意で言っておりますもので、町といた

しましても現状の方針は変更したくないなということでありますので、御理解願いたいと思

います。 

  現状は担当課より説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 防災課課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、現状の対応について御説明させていただきます。 

  今、町長の答弁にもありましたように、駿東伊豆消防組合、防災課のほうに消防団事務が

来た時点で、放送それからサイレンは実施しておりません。というのは、今、町長がお答え

しましたように、サイレンそれから放送については、基本的には消防団員を招集するための

もの、住民への広報ということではございませんので、その辺御理解いただきたいと思いま

す。 

  それにかわるものとして、メールというものが今、出ておるものですから、メールで今、

告知をしているということになります。そのメールにつきましても、今、夜間に火災が発生

することが多いと、あと日中ですと仕事中に告知がされるとわからないという話があります
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ので、今現在防災情報システムの整備検討委員会で検討していただいていますシステム等を

少し改良して、その着信については、音量でできないかということも今検討してございます

ので、今後それが導入できるようになりましたら、メールが着信した時点で、大音量でメー

ルが届いたということがわかるようになると思いますので、そうすれば、消防団員のわから

なかったということが解消されるのかなと思っていますので、よろしくお願いします。 

○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） 私の言うのはそういうことではなくて、サイレンがどうのこうの、サ

イレンは消防団を招集して、おくれないためということなんだけれども、一般の住民につい

ては、昔からの一つの流れであって、こうふうに有線放送があって、サイレンが鳴れば火災

だなということを考えているわけですよ。だから、そのことについては、そういうことの認

識は専門家の皆さんはみんなわかるわけだけれども、私が言っているのは、そういう中で、

告知ができたらいいなということなんです。だから、ちょっとそれは専門的な格好の中で、

役場の業務としての消防団活動のことはわかりますけれども、一般の住民はわからないから、

わからないことについてどうにかしてくれということ言っているわけですから、それに対し

てのお答えが今のことでは、ちっとも私は納得できないんです。 

  それともう１点は、庁舎の夜間に泊まるのが民間になったからと、それもわかりますよ。

だけれども、役場のそばに幹部の人たちもいることもあるし、有線をやる、いっときでしょ

う。毎日火災があるわけじゃないし、１年に１回か２回あるかのことについて職員がああだ

こうだなんて言うようなことは、それは公僕としておかしいですよ。私はそう考えます。 

  だから、もう消防団の本部のほうにそういうような機能がなかったら、役場の中でやらな

ければならないことについては、やっぱり公務員であって、それから幹部の職員であれば、

住民の命を守るためには、自分のいっときのところだって考えていくということも私は必要

だと思います。 

  そういうことを考えて、もう一度町長に再考してくれと言っているんです。駿東のところ

が、ほかのところが大体そういうことの流れだから、私のところも同じだということじゃ、

私は、町長としてそういうことについてはもう一度、もし今ここで答えることができなけれ

ば、もう一度再考して、いろんな方たちにもご相談して、どうにかしたいということの中で、

回答をひとつもらいたいというようなことが、今の私の信条です。 

そういうことで、人命にかかわることですから、町長以下役場の職員についてもこの火災
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の告知、あるいは鎮火の伝達については、もう一度内部でも検討していただいて、再考して

いただいて、私にもう一度回答をいただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは、何回話しても私の気持ちは変わりません。と申すのは、私も

この奈良本の火事で、本当に消火がおくれたらば検討いたしますよ。しかし、消火活動に一

切支障がない中で、さらに河津とか南伊豆、これをやめている方向で町が復活する、これは

私は考えません。 

  そういう中で、やっぱり一番いいのは配信メールに多くの方が入っていただきましてする。

そして、消防団員の方、本当御苦労でございます、やっている中で。アンケートやれば、配

信メールが入っても、なかなか気がつかない。こういうことを言われておりますもので、今、

担当が言ったように、それでは着信したときに大きな音で知らせるとか。そういう中で、や

っぱり消防団の消火活動がおくれない、これがおくれた場合、私はそれは検討いたします。

現状では原課のほうから、このサイレンを鳴らしたことによって不便を感じたということは

聞いておりません。ただ、団員のほうからそういうことが、アンケートがありましたもので、

それを検討したので、今、広報の中で一応、着信したときに団員に対して、大きな音が鳴る

ような方向を今検討しておりますもので、その辺はその方向で進んでもらいたいと思います。 

  そして、団のほうも本当にこの中で、町の意向に沿った中で、本当に一生懸命やっており

ます。消防団活動は人命を１人もなくさない方向でやっている。たまたま不幸にも今回奈良

本で４人の人が亡くなりましたけれども、私もそれ知りませんでした。本当、私も新聞を見

てびっくり、本当はこんなことはいけないんですけれども、本当びっくりしております。実

際火事が起きたのは、メールを見た中で知りましたけれども、いざ災害になると、それだけ

の人が亡くなったということは本当残念な結果で、消防団活動がおくれたから亡くなったの

かと確認したら、そんなことはないと聞いたので、それは安心したところでございまして、

消防団等の活動によってそういう人災が起きたら、これはもうもっと一考しなければならな

いと考えておりますけれども、現状では鳴らさないことによっても、現場への対応は別に不

備を感じておりませんもので、町といたしまして、現状でやっていきたい、そういう考えで

ございますので、御理解いただきたいと思います。 

  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） 
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○６番（内山愼一君） 町長、そこで固辞するということだと、私もだからやっていない、今

現在、有線放送をやっているところもあるんです。伊豆市だとか、伊東、伊豆の国市もやっ

ているわけですよ。そういうことも考えて、お願いしたいということですけれども、実際、

もっと大きくなるそのメール配信というようなことであれば、そういうものが全住民という

か、全戸に伝わるような格好のことをぜひ、例えばそういう形のものを防災課のほうで、毎

日回って、１軒１軒訪ねて、それについてはそういう機能をつくったようなもの、そういう

ものを人的な助成もあるし、それから試験的な助成も含めて考えていただかないと、私はこ

の点については、ほかのところがやっているということについてやれないということについ

ては、それはもう自治体の権限というようなことですから、そういうことをお話しして、私

のこの質問は終わりにしたいと思っています。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、内山議員の気持ちはわかります。やっぱり町民からもそ

ういう要望を多く聞きます。やっぱり区長会でも話題になります。しかし、町の現状として

はこういうことだでと、このままいきたいという中で、もう御理解願っております。 

  そういう中で、今言ったように、伊豆市とかやっております。現に賀茂１市５町の中で河

津とかそういうのはみんな、サイレンを鳴らさない。今、時代はそういうふうになってきま

すよ。そういう中で、町としては情報配信メールを多く入ってほしい。これはもう何回も広

報でやっておりますし、また、今、防災の方が１軒１軒回って配っておる。 

  やっぱり町民だって義務というものがある。権利だけじゃなくて。ある程度やっぱりそう

いうことの中に入った中で、町の情報を知る。やっぱりそういうことも必要だと考えており

ますもので、これを機会にある程度情報の、町の配信メール、これにどんどん加入していた

だきたいと考えております。 

  そういう中で、今、内山議員が言ったように、町の配信メール、これに多く入ってもらう、

これは町の喫緊の大きな課題と考えておりますもので、この配信メールの加入率を町は上げ

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） 以上で６番、内山議員の一般質問を終結します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎散会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

  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４０分 
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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３回定例会第２日目は成立しましたので、開会します。 

  なお、教育委員会事務局長にかわり、教育委員会局長補佐が本日の会議に出席するとの届

け出がありましたので、御報告します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（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。 

 

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

 

◇ 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の使用、資料配付についての申

し出がありましたので、これを許可します。 

  14番、山田議員の第１問、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） おはようございます。 

  昨日に続きまして、一般質問を行います。 

  ３問届けてありますので、順次行います。 

  まず、第１問、政治姿勢について伺います。 

  １点目に、一日町長室、オープン町長室の内容の公開を再三町長に私は求めているわけで

すけれども、町長は公開しないということを公言している。その理由を再度確認させていた

だきたいと思います。 

  ２つ目に、ふるさと納税の使い道について、その計画についてしっかり計画があるのかど

うなのか、その考え方についてお伺いします。 

  ３つ目に、ダンスイベントに補助金をつけるという理由はどこにあるのか、その３点につ

いてお伺いします。 

○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。 

  まず、山田議員の第１問、政治姿勢については３点からの質問ですので、順次お答えいた

します。 

  まず、１点目の一日町長室、オープン町長室の内容を公開しない理由はについてですが、

山田議員には以前にも答弁させていただきましたが、一日町長室は私の就任以来の施策であ

り、まちづくりと対話の町政を目指すため、町民の皆様のさまざまな御意見や提言などを伺

い、町政に反映することを目的に、毎月１回、最終月曜日に開催しております。 

  団体ではなく個人を対象としていますので、当初から内容は公表しておりません。公表を

前提とした場合には、率直な声を寄せることに抵抗感を示すことが懸念されます。基本的に

は１対１で屈託のない御意見を伺うことが目的ですので、今後も公表は差し控えたいと考え

ております。 

  次に、オープン町長室も同様、毎月一日町長室終了後に開催しております。 

  人口減少や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後継者不足が

深刻化しており、まちづくりに取り組む町内産業の若い担い手の方々と、自由闊達な意見交

換や情報交換を行いながら、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。 

  内容の公表につきましては、施策プロセスの見える化を図る観点から、これは検討したい
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と考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目のふるさと納税の使い道の計画はないのかについてですが、昨日の笠井議員

の一般質問でもお答えしたとおり、寄付額が大幅に落ち込むなど不安定な状況でもあります

ので、現状では明確な事業計画は立てておりませんが、方向性といたしましては、子育て支

援や移住定住促進、教育環境整備充実などに重点を置いた配分をし、活用させていただきた

いと考えております。 

  次に、３点目のダンスイベントに補助金をつける理由はについてですが、お尋ねのダンス

イベント「グッディーズ」は2011年から始まり、今回が８回目となります。この間、福島県

の被災者と交流し、イベントに招待するなど支援を一貫して行ってまいりました。昨年まで

は、商工会青年部が助成されておりましたが、主催者のメンバーが青年部を抜けているため

助成の対象ではなくなりました。 

  今までの決算内容を精査しますと、経費に対しまして主催者個人の自己負担も少なからず

充当されている状況が見られるため、復興支援に対して町からの助成を行うべきとの観点か

ら、今回、補助金の予算措置をしたものであります。 

○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、再三言って、こういう形で私は質問するのは余り本意ではな

いんですが、町長のやっぱり町長としての、太田長八個人ではなく町長としての言動という

ものはやっぱり公的なものです。町長がそういう形で町民から意見を伺って、町長が言われ

るように町政に反映するんだと、していく中身としてやっているんだと、いわばこれは公の

行動なんです。 

  公の行動ということになると、その資料にもございますけれども、ここに提示したように

情報公開条例の適用になる内容ではないかと思うんです。 

  この情報公開条例を持ち出すまでもなく、町長としてさまざまな意見も聞いた、その内容

というものについて町政に反映する目的でやるとするならば、やっぱりそれは職員であれ、

また議会等もお互いその問題を共有化していくということがなければ、解決にはならないん

だろうと思うんです。 

  そういう面で、私は、町長がオープン町長室であれ一日町長室であれ町民と話した内容と

いうのは公文書ですからと私は思うんです。だから、公文書である、町長が公務で行われて

いることが開示できない理由というのは、情報公開条例上、何条の適用、町長の権限がそこ
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にあるんですか。 

  また、個人情報の保護条例もあります。町長が開示しないということについて、すること

について、この条例においてどの権限を町長が行使されて開示しないのかということを明らか

に、私はしていただく必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、一体何条でしょうか。 

  ２つ目の問題ですけれども、今、町長が言われたように、ふるさと納税本当に今回、全体、

今、全国的にも苦戦だというところはあるんです。 

  ただ、やっぱり今年、予算の段階でも感じたことは、どういうふうに集まって、それがど

ういうふうに活用していくのかというところで、やっぱり余りにも、町もホームページでも

こういうものは開示していますけれども、それは考え方の相違として、町長が言われたこと

からするとやっぱり、そうするとやっぱりエコセンターへの負担だとか体育センターの問題

というものを考えてみると、町長が答弁された内容とも少し、大きなふるさと納税の枠の中

に入っているとしても、違和感がありますよね。 

  何か、非常にこの点で見ると、財源補塡のように使われたような私は印象を持っています。

それは、全体としてふるさと納税の使い道が正しいか正しくないかという、法律的に正しい

か正しくないかということを言っているんではなくて、ただ全体として見ると、今まで町長

が言っていたような子育てだとか移住だとか、そういう教育だとかというものとはちょっと

異質な形で出てきている。これもやっぱり、変な話が予算の段階でぽっと出てきて、そこに

充当されていますと、こういう使い道だということになると、やっぱりそこには違和感があ

るわけです。 

  当然、寄付される方々の意向というものも含めて判断をされていくんだと思うんだけれど

も、やっぱりこの問題は、計画性が確かに持てないというのであっても、やっぱり年度、例

えば12月ぐらいまでの受け付け状況も含めて、次年度の活用はこういうふうにしていくんだ

というような、やっぱり１回、相談なりも議会ともしてもよかったのではないのかなと。突

如としてちょっと違和感がある計画が予算に盛り込まれると、議員としても本当にここのと

ころは賛成しなきゃいけないのという葛藤もありました、ふるさと納税の問題だけで見ると。

そういう点では、もう少しこれは丁寧な対応が必要ではないかなというふうに私は思ってい

ます。 

  ３点目に、補助金の問題なんですけれども、私もそういう銘を打って、被災者支援という

ことの銘があるので、500円なり払って毎回イベントには参加はしてきましたけれども、一

体じゃ補助金は何に使うのか、その点についてもお聞かせください。 
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○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目のオープン町長室、この公開条例ではなくて、私何回も

言ったように、本当に当初の目的は町に対する提案を主体にオープン町長室をやったので、

いざ開いたらもう個人の悩みとかいろんな相談事が多くて、そうなるとプライバシーの侵害

とかいろんなことがあるもので、なかなかこれは一般公開というのはできないなという中で、

条例の中で個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、この辺のことを考慮し

た中で、もし欲しかった場合は、それは情報公開提示していただきまして、町も情報公開委

員がいますもので、そういうのを当たった中で、これは私は個人的にはもう本当にプライバ

シーのことは相当、ほとんどなものです。前回言ったように、一日町長室に関しましては一

応情報公開しない、公開していない。これは一貫していきたいと考えております。 

  しかし、オープン町長室に関しましては、これは本当にまちづくり、または今後の後継者

たちがこの町に対する思い、また町の情報とかこういう状況だということを話し合いをして

もらう、これは情報公開しても問題ないのではないかと考えておりますもので、このオープ

ン町長室に関しては積極的に情報公開してもこれは構わないと自分は今、考えているところ

でございます。 

  次、２点目のふるさと納税。 

  基本的には、ふるさと納税には、言うまでもない、山田議員も知っているように、この教

育、地域福祉、生活環境、指定事業、そして町長に任す、もうほとんど決められています。

あと、町長にお任せというのがほとんど、前回言ったように半分ぐらいあります。そういう

中で今回、エコクリーンセンターとかいろいろ使わせていただきました。 

  確かに本意ではありませんけれども、やっぱり町長にお任せの中で、やっぱりその中でや

っぱりこの財源をどのように確保するかという中で、大変厳しいと申し上げたけれども、一

般町民にも一応影響するもので、その中でふるさと納税を使わせていただきました。 

  そういう中で、説明は必要かと思います。一応、趣旨的には一応ここの中で、町長にお任

せの中では基本的には壇上で言ったような使い方でやっていきたいとは考えております。そ

れがふるさと納税の考えでございます。 

  そして、ダンスイベントに関しましては、一応今回、グッディーズの予算決算書等を以前

のを見せていただきました。その中で2018年の予算案の中で、収入、歳入歳出の中で、一応

精査したのは歳出の中で一応、被災地支援というのが40万という金額がありました。そうい

う中で、歳出は一応40万ありましたもので、一応歳入を確認していた中で、被災地支援の中
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で特別協賛金20万円というものがありました。 

  基本的には、20万というものがあるもので、町は20万でいいのかと考えていたんだけれど

も、この被災地支援特別協賛金は誰がやっているか確認したときに、これはもう個人でやっ

ているということを言われましたもので、これはやっぱり個人ではなくて、これは企業とか

そういうものがやれば、当然町といたしましてはこの20万という中で、一応特別協賛金の20

万が一応個人負担でやっていると聞いたもので、被災地支援復興40万、そのままやった関係

上でございまして、あくまでも支出の部の中で一応40万というのがあったもので、町はそれ

なりにこの40万を一応復興支援としてやっていきたいと考えております。 

  そして、内容的には、結構もうずっと前で、御存じのように、もう2011年に始まって、11、

12は赤十字を通じて一応支援金をやったと。そして13年から現地から一応子供たちを呼んで

やっているという中で、一応去年あたりはやっぱり向こうへ行ったらしいです。しかし、今

年はやっぱり再度招待したいという中で、一応40万という補助金をここに書いてありました

もので、やっぱりその40万円を一応町としては支援してやりたいという中で、今回、補助金

として出させていただくという提案をしたわけでございます。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） オープン町長室は、開示請求があればということで。 

  ただ、一日町長室の部分では相変わらずなんですけれども、だから、そこは町長が公務と

してやっていることだから、基本的に言えば情報公開条例に適用されている仕事ですよね。

文書、受け付けをされて、町長にどういう話がされて、町長がどういう回答をしたのかとい

うのは公文書としてある話ですよ、町長がやっているんだから。太田長八個人でやっていな

い。広報を含めていろんなところで宣伝をして、そこに人が来てもらった、そのものについ

て開示しないということについていえば、理由が何条を適用し、あれするのか。 

  私が思うには、少なくとも情報公開条例と一対である個人情報保護条例を考えれば、本来

であれば開示しても不利益を受けないということで、名前というものなんかは当然黒塗りに

なるんです。国会の森友文書ではないけれども、個人名というのは黒塗りになっちゃう、利

益にやっぱり反するのはあってはいけないということになる。 

  だけど、例えば町のどういうセクションでどういう問題があったので、困っているから解

決してくれと、そういう文書は残るわけです。ただ、誰がそのことを町長に相談したのかと
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か、そういうことは残らない。 

  だから、情報公開条例における町長と公文書の持っている意味と、やっぱり一方にある個

人情報保護条例というものをちゃんと適合させれば、町長が懸念するような問題はないんで

す。僕は生まれないと思います。もし町長が不安なら、今までのやつに個人情報保護条例を

適用して、やっぱり開示したときにどうなるのかというようなシミュレーションもしてみれ

ばいいです。 

  本来的に言えば、国会に出た森友の文書ではないけれども、大半、個人の名前とかいろん

なものというのは、利益に反するものは開示されないんだから。ただ、どこどこでこういう

問題があるとか、こういうことを考えてほしいという、そこは残るんです。それがやっぱり

公務として必要なところなわけではないですか。 

  だから、町長が懸念する問題というのは、この２つの条例にしっかりと立脚してやってい

れば、特に問題のあるようなことはないと思うんです。だから、それをしっかり精査しない

で、ただ今後来てくれる方が、やっぱり言えば、本音で物事を言ってくれないからだめだだ

めだというのでは、やっぱり理屈が通らない。かえって町長が情報公開条例を無視している

という状況になっちゃうと思うんです、それは。 

  だから、あなたのやっていることについていえば、これは公的な仕事なんだから、その公

的な仕事についてはしっかりと記録をされて、そのことが開示されたときに、やっぱり正し

く町民のために町長が働いていたということは検証されなければいけないというのは、この

間の国会を見てもそうなんです。公職の活動についてはやっぱりそういうことが適用される

はずですから、もう１回ちゃんとそこのところをやってもらいたい。 

  個人がやられて、心配だからといって開示できないとかという、それでは、情報公開条例

や個人情報保護条例よりも町長の意思のほうが上にあるということになってしまうんです、

やっぱり今のやり方は。私は、少なくてもこの２つの条例に立脚した対応を町長としてはと

る必要があるというふうに思うので、ぜひ、心配ならシミュレーションもして、そういう問

題というのはどうなのか、私は条例を無視した町長の行いというのはやっぱりよくないです

から、ぜひシミュレーションをしてやっていただきたいと思います。 

  ２つ目の問題ですけれども、ふるさと納税の問題で、確かに町長が言われるように、町長

にお任せということがやっぱりそこも多いんだと思うんです、それはそれとして。 

  だけど、これはまさに太田長八個人にお任せというところではないわけですよね。私はそ

う思います。町長にお任せというのは、やっぱり東伊豆町の代表者としての町長にお任せす
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るということは、やっぱり町全体の総意を酌むという、酌んでいるだろうという使い道をや

っぱりする必要があるんであって、町長個人が考えたとおりに使っていいということにはな

らないわけですから、だから、その部分でもやっぱりしっかりと、私はこういう使い方をし

たいよということなんかについては、しっかりと議会や何かと相談をした上で町の全体的な

意志にしていくというのが、使途がはっきりしていない寄付についていえば、当然そういう

ことが求められるというのが、公人たる町長の私は責任だというふうに思います。 

  ３つ目に、補助金の問題ですけれども、町長、補助金で被災地のほうへその特別協賛金や

いろんな形で行くお金だからと言いますけれども、そこがやっぱり僕は間違っていると思う

んです。 

  だって、町民の皆さんからお預かりした税金ですから、それがそのまま被災地へ行けば、

東伊豆町の町民からこういう形で支援をいただいたといえば、東伊豆町の町民が感謝される

んです。でもこういう形で支援金を、個人負担になっているとか大変だからといって出した

ら、じゃ、この40万円は被災地に行っても、税金を出している町民が褒められるんではなく

て、これを出したＮＰＯの方が褒められるんではないんですか。だって、お金が被災地に行

けば、飲み食いに使っているんではないからいいといっても、原資である町民の税金を使う

んですよ。それが被災地に届いても、東伊豆町の町民が感謝されるわけではないと。 

  だから、個人がこういう形で義援金なり協賛金を出すぐらいだったら、やっぱりイベント

をやって、そこで利益が出たからこれを被災地に届けるというなら、それはイベントをやっ

て被災者の気持ちですよ。だけど、それが赤字なり個人負担になっていて、それだからとい

って町が被災地に出す協賛金なりを負担するというのは、行政のお金の使い方としてはやっ

ぱり正しくないんではないですか。 

  町民の税金が被災地に届くんだったら、町民が被災者の方から感謝されてしかるべきです。

こういうことだったら、やっぱり本来の参加費を500円なり600円、700円に上げるなりして、

ちゃんと自分たちが利益を確保できるなら、利益を確保したものから被災者に対する支援金

というものは出すべきで、町民の税金がこういう形ですりかえられていくという使い方は、

結果として被災地に行っているからといっても、正しい使い方ではないんではないですか。 

  そういう意味では、これは事業を行うべき団体が自助努力も含めてした上で、収益が上が

ったらやるというのが本来の形であって、義援金、被災者へ支援するお金が黒字にならなく

て個人負担になっているから、それを町がやるなんていうものは、補助金の使い方としてや

っぱり間違っている使い方だというふうに私は思いますけれども。 
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○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目の情報公開、これは３条の個人に関する情報がみだりに

公にされないこと、最大の配慮、これが一番です。 

  私は何回も言っているように、これ１対１で話しております。これが職員が入ってくると、

ほとんどが税金を何とかしてください、そういうことばかりです。最初の自分が感じた町の

提案、これではなくて、個人の敷地の境界を何とかやってくれ、何とか町が入ってくれとか、

あと税の負担が重いから何とかしてくれとか、もう個人の相談がほとんどでございます。 

  だから、そういう中で、私が言ったように、これはそういうプライバシーがほとんどなも

ので情報公開しないと言っているだけで、もしそういうことであっても、自分は個人の権利、

第３条の個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大の配慮、こういうこと

の中でやっております。 

  これが本当に、町のこととかいろんな最初の言葉のとおり、町に対する提案、そういうの

は情報公開してもいいです。しかし、現実にやってみた中で、ほとんど個人的なプライバシ

ーの、税が重いとか、あと敷地の境界を何とかしてとか、そういうものがほとんどなもので、

これは果たして情報公開していいのか。そういう中で再三再四言っているように、一日町長

室に関しましては情報公開はしない。 

  そして、これでまた職員が入ってくると、また全然また、来た人のあれが全然違う。職員

が入ってくればやっぱりわかりますから、要するに本当に屈託ない意見は言えませんよ。町

に対する不満とかいろんなことを言ってきます、自分に対しては。職員に対する不満も言っ

てきます。しかしながら、職員が入ってきた中で、さてそういう雰囲気になるかという中で、

やっぱり一日町長室に関してはそういう状況なもので、基本的には情報公開しない。もしや

ったならば、公開の開示をしていただければ、それは町に情報公開のあれがありますもので、

その中で検討した中でやっていきたい、その気持ちは変わりませんので、御理解願いたい。 

  オープン町長室に関しては、言っては、これは本当ほとんど青年部、商工会、漁協、農協、

漁協の場合ちょっと月曜日なので困難、あと観光協会、青年部が来ていますので、これは町

に対する思いとかあります。これは公開してもいいと考えておりますもので、壇上で言わせ

ていただきました。 

  これが１点目の公開条例に関することでございます。 

  ２点目のふるさと納税は、本当に基本的には確かに言うとおりです。町長にお任せ、その

中で提案してまた議会というものがありますもので、そして今回、町長にお任せの中でやっ
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た中で、ちょっと議会のほうがいかがなものかということで、この町長の使い方では一応だ

めだということも一旦言われた経緯もあります。 

  だから、基本的には町長にお任せといっても、一応自分たちと町長が一応この町のために

やったという中で、一応予算という中で議会に諮りますもので、その中でありますもので、

一応その中でふるさと納税の使い方とはそれでいいのではないかとは考えております。 

  次に、３点目のグッディーズの関係、これは山田議員の言うこともわかりますけれども、

これは本当に子供たちは本当に喜んでいるんです。それが町のためとかそういうのでなくて、

福島に復興した子が来た中で、やっぱり生きる素材、やっているんです。そういう中で青年

部が助成した中で今回なくなったもので、町としてはこれは最低10年ぐらいやっていただき

たいと、あと３年ぐらいはちょっと、町とは言わずに、福島の復興のためにやっていきたい

と考えております。 

  確かに、山田議員が言ったように、当然グッディーズさんがもうかった中でやる、これが

普通の考えです。しかしながら、このグッディーズをやっている中で、毎回ほとんど赤字で

す。後でまた決算書も見せる。あとの中で個人負担があと立てかえ分とこういうことが書い

てあります。このグッディーズの中でやっている、赤字の中でやっぱり彼らは彼らなりに、

復興は、福島のことを何とかしたいということでやっている中で、そのために福島の子供た

ちを呼んでやっているとか、そしてまた福島の保育園、ここに対して水とかいろいろやって

いるとか、やっぱりそれはある程度一部の人間であろうと、それはどこに行ってもやっぱり

そういう、そして来たときはもう東伊豆町からとこれは言っておりますもので、その辺、私

はやっぱり山田議員の言っていることも、出た利益の中でやるのが当然、これは当然のあれ

ですけれども、現在10年間やっている、全て赤字です。そういう中で、彼らは彼らなりに福

島のことを考えて、個人負担してもやっているから、そういうのはやっぱり町としても、そ

ういうやつには補助金を出した中でやっていただきたい、そういう考えの中で今回、一応補

助金を提案させていただきました。 

  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、個人情報保護条例は平成13年ですから、町長が議員になった

かどうかというぐらいのときの話だと思うんです。その後、個人情報保護条例は、平成27年

ですから、町長が提案されてできている。 
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  今、町長が言われたように、公開、情報公開条例の中にある３条の問題でいえば、でもそ

の、そういう意味では最大限の配慮というのは、それを出さないというのが配慮じゃなくて、

具体的に言えば、この町長が提案してつくった、後からつくった個人情報保護条例があって、

この保護条例がこの公文書全体に該当するわけですから、対応してくるわけですから、だか

らそこはちゃんと整合しないと、最大限配慮するということは、出すなというということを

書いてあるわけではないんです。 

  だから、ちゃんとそういうことについてはどうするのかというのは、個人情報の保護条例

があって町は全て運営しているんだから、ここの部分でいえば、情報公開条例と町長みずか

ら提案してつくった個人情報保護条例というものについてちゃんと精査をして、実際どうな

のかということをやらないと、ただここの３条の最大限配慮するということを何の限度もな

くやるということであれば、本当にこれは情報公開条例の趣旨は生かされないんです。情報

公開条例よりも町長の意思のほうが上にあるなんていうばかなことになってしまうので、ち

ゃんとシミュレーションもして、少なくとも２つの条例にのっとって、やっぱり町長として

の職務を全うしていただかなければいけないというふうに思います。 

  ２つ目のふるさと納税の問題は、やっぱり私は、これは町長個人の判断で決めていいとい

うことをお任せというのではなくて、あくまで町長ということとしていえば、町の代表者へ

のやっぱりお任せするということですから、町のやっぱり意志として、団体意志としてちゃ

んと決定をしていくということで、それが予算の場で即決めろという話は、多少私は乱暴で

はないかなというふうに思っています。 

  ３点目の補助金の問題ですけれども、町長、今の話を聞いている限りで言うと、やっぱり

私は被災者への支援ということで、町ができるところという範囲は一体どこにあるのかなと

いうことについては、やっぱり私は検討されてしかるべきだったと思います。 

  支援金を、いわば肩がわりしてやるというやり方じゃなくて、もし福島のほうなりから人

が来るということで、じゃその部分の交通費の一部なりとか、やっぱり考え方はあるんだと

思うんです。でも、少なくても僕は補助金がそのＮＰＯが受け取って、受け取ったＮＰＯが

被災地に支援金として出すからというような、こんな話にはならないわけです。 

  だから、そういう面でも、この辺ははっきり言って当初予算にもない部分です。やっぱり

新たにこういう形で補助金をつけようということであれば、やっぱりもう少し議会とも事前

にちゃんと協議するなりという形で、どういう形で対応することがやっぱり町として適切か

ということについては、もうワンクッションあってもよかったんではないのかな。そういう
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やっぱり赤字だからだとか、個人負担があるからというような形で、単なる民間のイベント

を補助していくということでは違うと思うんです。 

  被災者に対するものがあるよといえば、それは多少は理解できます。だけど、それはそう

だとして、一体じゃそれはどの範囲が適切なのかということは、やっぱりちゃんとしなきゃ

いけない。今の話を聞く限りでは、私は適切にこのお金が町の補助金として使われるという

ことだとは、なかなか理解し得ないです。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１の情報公開、これ精査させていただきますけれども、基本的

には、言っておるように、私は何ら個人情報と、あとは違反はしていないと考えております

し、この公開請求を拒否したことはありませんもので、もしそういうことがありましたら、

もう本当、情報公開の開示請求をしていただけば、それはそれなりに検討していきたい。し

かし、今、山田議員が言ったことは、ちょっとこれは検討させていただきたいと思います。 

  そういう中で、２点目のこのふるさと納税、これは確かに唐突でということはありますけ

れども、やっぱり基本的には町長にお任せという中で一応自分自身、また役場の職員と考え

た中で、じゃこれはこの方向で使っていこうかという中で、予算書の中で一応……。今回も

ふるさと納税、移住定住、子育て支援、観光振興、教育環境、そういうのあります。その中

で、改めてふるさと納税を町長にお任せに対するそういうやつ、それでは全協の……、予算

の前、全協とか、そういうところでこれを使わせていただきます。そういうことは可能でご

ざいます。そういう話は。 

  だから、そういう中で、町長にお任せの中で一応今までは自分はやったわけで、議会には

予算というものがありますので、そういう中でやった中で町長にお任せでやっていけばいい

ではないかと考えておりますけれども、今、山田議員が言ったように、確かにエコクリーン

センターに何でふるさと納税を使うかと、そういう疑問はそれは当然出てくるでしょう。し

かしながら、こういう財源、厳しい中で、やっぱりこのエコクリーンセンター、大事な施設

でございますから、使わせたのが現状でございますもので、今後はそうやっていきたいと思

います。 

  次に、グッディーズの関係、これはもう本当にこの10年間精査させていただきました。基

本的にはこのお金、直接40万やるわけではなくて、相手方が来てもらうこと、例えば子供た

ちが来ていますよね、山田議員も知っていると思います、皆さんも知っていると、福島のほ

うから子供たち来てくれて踊っています。あくまでも40万全部やるんではなくて、交通費と
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かそういうのに使わせていただいております。 

  さらに、この支出の中でいいますと、全部一応精査していただきました。そういう中で、

今回なぜ唐突にしていると、自分は商工会の助成は毎年やっていたもので、当然今年もやっ

ていただくと思った中で、今回やっぱり青年部の方がもう青年部を抜けたもので、商工会の

支援とか助成は難しくなったよと言われたもので、これ大変、確かにグッディーズだと、Ｎ

ＰＯで団体ですけれども、これは町としてもこれは支援してやりたいな、今ずっと８年間や

った中でやってやりたいなという中で、一応支出を精査させていただきました。 

  その中で、いろんな中で一応、復興支援と書いてある中で、これはあくまでも……、ちょ

っとごめんなさい、一応、今回の2018年の予算支出も見せていただける中で、その被災地支

援というの中で40万円というのがありました。そういう中でやって、これはこのお金を直接

40万円を相手にやるんじゃなくて、相手から来てもらう、そういうやつが15万とか20万入っ

ています。そして、あとは福島の水、音楽支援という中で、福島県の南相馬みなと保育園の

ほうに支援しています。これは直接品物を買った中で、そしてまた自分たちが向こうへ行っ

た中でそういうお金をやっている。だから、直接40万円を相手方へやるというのではなくて、

来てもらう交通費、今言った交通費もあります。その中で、確かにこの交通費、これからち

ゃんと精査しなければならないと考えている。 

  そして、そういう中で、今言ったように直接40万円復興支援に置くこと。だから、赤字だ

から補塡するというわけではないんです、これは。基本的には相手方が、福島の方が伊豆に

来てもらった中で今回やりたい。そして去年はやらなかったもので今年はぜひとも、そうい

う中で福島の子供たちをまた再度この町に来ていただいた中で、被災地支援をやりたいとい

う中で上がってきたもので、町といたしましては一応この被災地、まだ福島は大変でござい

ますから、そういう子供たちに対して町に来てもらいたい、そういう中でやっていることだ

から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、消防法に対する取り組み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問目に、消防法に対する取り組みについてお伺いします。 

  町のほうでも今、町民、事業者の方々、消防法に基づくいろんな指示を受けて大変苦慮し

ているというふうに聞いていますけれども、町のほうはその点を把握しているかどうか。 
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  ２つ目に、なかなか今、経済状況が厳しい中で、この消防法にしっかりと対応していくと

いうことでも、事業者の負担が大変大きいということがあります。こういうことに対して、

町として支援をするという考えがあるかどうかお伺いします。 

○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） 山田議員の第２問、消防法に対応する取り組みについては２点からの

質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の消防法の基準が強化され、町内には対応に苦慮している事業者もいるよう

ですが、把握していますかについてですが、消防広域化後、駿東伊豆消防本部及び第三方面

予防担当において、公共、民間を問わず消防法に基づく対象施設の立入調査による消防設備、

施設の改修等の指導がされていることは承知しております。町に対し、直接事業者から対応

に苦慮しているとの話は伺っておりません。 

  次に、２点目の補助など支援するお考えはありませんかについてですが、立入調査による

各事業所の消防設備、施設の改修等については、これまで町が助成した実績はなく、事業者

の負担において実施されることが望ましいと考えますので、御理解をお願いいたします。 

○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、確かに広域消防でやっているから状況がわからないというこ

とはそうなので、僕もわからなかったんです。 

  それで、消防組合のほうに、これもちゃんと開示請求をしろということで開示請求をして

実情をお伺いしました。お手元に資料もあるとおりです。 

  立入調査を、当然広域になってからということで28年、29年で199件行い、立入検査で指

摘がなかった対象物件はわずか28件、その後、立入検査で指摘があって改善されたところも

あるんだけれども、８月30日に開示していただいたんですけれども、この時点でまだ改善さ

れていない施設というのは71施設、そのうち、自動火災報知機や屋内消火栓及びスプリンク

ラーの設置などの問題がある防火対象物は21件。 

  これは、全てホテル、旅館ということではないです。特に今、厳しくなったというのは、

住居兼用の店舗で、下でやっぱり火事、火を使うところの上に住んでいるという、こういう

やっぱり店舗兼用の住宅とか貸家とか、こういう施設が特にやっぱり火をもとにやっぱり火
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事、またそのことから火災、また死亡につながるというようなことで、宿泊を伴う施設だけ

ではなくて、店舗兼用の住宅というものもかなり入っていて、これでこういう結果です。 

  町長、このことを考えてみると、消防組合でも総務省消防庁の通知によって火災予防条例

上、改善されない場合についていえば公表されるということが起こるわけです。ホームペー

ジで公表されるということは、それだけで済むのかということになるんですけれども、当然、

公表された場合、宿泊施設や店舗の場合、当然旅館であればいわゆる旅客業の取扱業者さん

との取引というのがどうなるのかな。いわゆる飲食店等であれば、いわゆる食べログだとか

いろんなところについても、やっぱり危険のあるところを紹介するのかなということになる

と、やっぱりホテル、旅館であれば旅客業法上は安全でない、また十分消火設備等を調えて

いないという施設を紹介するということはあり得なくなるんではないんですかね。そういう

状況に、やっぱりうちの町の幾つもの施設が今至っている、そういう局面ではないかなと。 

  確かに、これまではということなんですけれども、昨日もお話があったように、来年の10

月にこれでまた消費税が引き上げられるということなんかを考えてみたときに、経済的な状

況が厳しくて対応ができないままそれぞれの施設が、これ設備の消防法に対する設備がしっ

かりと対応できなかった場合というのは、必然的に営業ができないような事態に立ち至って

しまうのではないかというふうにも私は考えるんですけれども、町長はそういうふうにお考

えになりませんか。これだけの施設が、また宿泊とは限りません、店舗であれ、それがこう

いうやっぱり課題を抱えているということが、今後のまちづくりの中にどういうふうに影響

していくのかということについて考えていったときに、不安はありませんか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、大体の内容を聞いた中で、ちょっと２つに分けて、基本的には宿

泊施設に関しましては、もう以前、丸適マークとありました。そういうときに当然、町が補

助していればやったと、それはあくまでも個人でやってやりなさいという中で、宿泊施設は

そういうやつがあった中で、自分はもうそういう中で今回の消防に関してはもう自分でやる。

これからまた耐震なんかも出てきます。そういうときは当然、町はもうある程度助成してい

きたいと考えておりますけれども、今回の宿泊施設の防火対策、この防火については、一応

一切断じてないと。 

  しかし、店舗併用住宅、併用住宅の場合、これはまた考えが違ってきますもので、そこで

２階で住居があった中で下が１階、そういう中でやっぱり住民がもしかしてあると、それは

ちょっと検討させていただきたいと思いますけれども、宿泊施設に関しては、既にもう本来
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の中で、それから住宅併用となっておりますとまたあれですけれども、当然ちょっと考慮さ

せてもらいますけれども、基本的には…… 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） うん。 

そして、公表されてと、言ったようにあくまでも宿泊施設の関係でございまして、確認し

た場合、④の屋内消火施設をやったもので、そういうまた検討をしてもらった中で、やっぱ

り苦慮しているのは本当にこの町が今後生きていくためには、本当に今、山田議員が言われ

たように、そういうことが支障になった中でこの町がだめになると困りますけれども、ただ

宿泊施設に関しては、最初に言ったように、もう以前、丸適の中でやった中、当然その辺を

クリアしていればある程度やっぱりクリアできる。 

  そして、やっぱり駿東になって厳しくなったことは確かです。今まで単独消防の場合と、

本当はこんなことあってはいけません。しかしながら、単独消防だった場合と駿東になった

場合、本当に駿東さん、本当法的な中でやっております。これが本当のあれでございます。

ただ、うちどもが担当のときは多少大目に見たという、そういうことは悪いけれども、多少、

いっぱいの中でやった中で駿東さんが一応ちゃんとやっている中で、今回こういう中で。一

応、防火対象物に関しましては、一応宿泊施設に関しては町はないと。 

  そういう中で、今言った公表されるのはあくまでもこの自動火災報知機、４番の屋内消火

栓、書いてありますけれども、スプリンクラー設備のいずれかの指摘のあった防火対象物で

ございますもので、これはほとんど宿泊施設ではなかろうかと考えております。 

  そういう中で、これはちょっと、やっぱり２階が住居で、その辺はちょっと検討させてい

ただきたいと思いますけれども、厳しいことはあろうと思いますけれども、それはちょっと

検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（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） ちょっと確かに広域になって厳しくなったという言い方も当然され

る方もありますし、逆に町単の場合は本当にいろいろ助かったというような声があって、中

には町単のときは非常に緩かったんじゃないかというような声もあります。 

  ただ、いずれにしても、今、私たちが直面している問題は、それが店舗兼用住宅であるか

宿泊施設であるか、この辺になるとなかなか、また再度情報開示しないとわからないんです
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けれども、仕分けしてもらわないと、ただ少なくても21なり71の施設がそういう指導を求め

られている状況にあって、それにまだ対応できていない施設があるわけです。 

  町長の行政報告の中にあったように、観光客のやっぱり落ち込みというのがあるんだけれ

ども、その一つの要因としては、やっぱり宿泊施設の減少というのがあるわけです。だから、

観光の振興ということを今、考えるときに、いろんな形で効果的な宣伝も打たなきゃいけな

いと、いろんな形で呼んで、プロモーションもして、情報発信もしていかなきゃいけない。 

  ただ、今の状況で考えると、今後これらの施設が消防法の適用にちゃんと適合できる状況

にならなかったら、場合によっては営業をやめてしまうとか、やめざるを得ない状況に追い

込まれていくという関係があると思うんです。 

  そうした場合、変な話だけれども、言われるように言えば、ざるで水をすくうということ

ですよ、この状況は。幾らお客さん来てくださいと、100万人復活するために来てください

とじゃんじゃか宣伝をしても、泊めるべき施設がどんどんなくなっていくかもしれない、ま

たそういうお店や何かが閉めていくかもしれない。これで幾ら観光に宣伝費用を使ったって、

町内の経済はどんどん疲弊するだけではないですか。１件の旅館が、ホテル、そういう宿泊

施設がなくなれば、やっぱり働く人の働き場所もなくなる、また商店、取引先のところの当

然売り上げも減ってくる、こういうことが今、出てきているわけです。 

  町長が言われたように、消防法、丸適のときはよかったけれどもといっても、丸適の時代

よりも、やっぱりいろんな形で雑居ビルだとか簡易住宅であったり、いろんなこういう施設

の火災によって犠牲者がやっぱり相次いでいるということから厳しくもなってきたんです。

当然、旅客業法の問題もあるわけで、こういうときに、これだけの施設が今、対応できない

状況があるのに、町長、頑張ってやってくださいということだけでいいんですか。 

  僕はやっぱり、少なくても商工会や何か含めて、それぞれの事業者の方とやっぱりこれら

についてちゃんと相談をするなり、実態の把握をして対応を考えないと、何もしなかったら

本当にどんどん店舗も宿泊施設も減少していくんじゃないですか。それを手をこまねいて見

過ごすことというのが、本当にいいことでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは商工会とも連携していかなきゃならない事業だと考えており、

商工会とちょっと連携させてください。 

  そういう中で、やっぱりこれから、町が全て、ある程度、２分の１補助するとか、そうい

う考えはもう持たないほうがいいですよ。基本的にはこれからもう耐震という大きなものが
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出てきます。その耐震となると、やっぱりこの防火をやったとしても、もうできないやつが

相当出てくると自分は思っております。 

  やっぱり、そういう中でやっぱり耐震のいろんな中で、これは宿泊施設の関係ですけれど

も、そういう中でやっぱり防火だけではなく、ここからじゃ耐震に対してどのようにしよう

かとか、やっぱり総合的に、この防火だけで見れば、山田議員が言ったけれども、多分これ

をやったとしても、もういざ耐震となれば相当もう体力的に無理なところが出てくると自分

は考えておりますもので、その辺は総体的に考えた中でやっていきたいと思います。 

  ちょっとこれは商工会、どのような状況、これはまた把握していきたいと思います。その

中で、まだ町にはそう来ておりません。その中で商工会のほうにそういう相談があったなら

ば、またそれはそれなりに検討していきたいと考えておりますので、だから商工会と連携し

た中でこれは、ちょっと今の町の現状、商工会のそういういろんな大変厳しいよという声が

あるかどうか、まずその辺を確認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） やっぱり、確かにお金もない中だということもわかります。そうい

うことを考えると、どうすべきかなということは悩むんですけれども、これは昨日も出てい

たような入湯税の活用だとかのいろんな範囲の中で、やっぱり確かに耐震の問題も含めてや

っていかないと。 

  ただ、これだけの施設が、宿泊施設であれ店舗兼用住宅であれ、営業のやっぱりある面危

機に瀕しているわけです。今後、消費税の引き上げというふうなことがあれば、さらにこれ

らの施設が町から消えていくということもやっぱり起こり得る事態ではないのかな。それを

やっぱり黙って見過ごすということはあり得ないと私は思っていますから、ぜひ今後、商工

会もそうですし、また財源的な問題も、当然入湯税等々の問題の中で、やっぱり十分考慮さ

れて対応を検討していかなければ、町が成り立っていかない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） これに関しては、山田議員からいろいろなことを言われたもので、そ

れに沿った中で、やっぱりこの町が成り立っていかなきゃ本当だめなことですから、その入

湯税の引き上げのときに関しては、その入湯税の使い方とかいろんな面の中でそれは検討し

ていきたいと思います。 
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  何にしろ、当然商工会と連携させた中でちょっとやらせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、地区防災計画の推進についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ３点目に、地区防災計画についてお尋ねをいたします。 

  国のほうでは今、災害対策基本法等で地区防災計画というものを策定するということを推

進しておりますが、その計画について御存じかどうか。 

  また、今後、町としてこうした計画についてどう対応されるのか、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、地区防災計画の推進についての１点目、国が地区

防災計画を推進していることを知っていますか、２点目、町はどのように地区防災計画の策

定を進める考えですかについて、関連がありますので一括してお答えいたします。 

  地区防災計画の策定につきましては、平成25年度災害対策基本法の改正に伴い、地区単位、

もしくは自主防災会単位に地区防災計画の策定が求められていることは承知しております。 

  町では、法改正を踏まえ、地区防災計画の策定の趣旨、他地区の先進事例など国が作成し

たパンフレット等により区長会を通じ周知を図った経緯があります。 

  地区防災計画は、山田議員が御存じのとおり、地域住民が地域共助力向上を図り、自発的

防災活動が行えるよう、地域の防災を総合的、持続的、実効的に進めるために作成するもの

であります。 

  現在、地域防災を担う自主防災会である区におきましては、地区役員が２年交代で変わっ

てしまうことや、地区防災計画の策定によって生ずる地区の防災活動における負担など、地

区の体制において課題も多くあり、計画策定が進んでいない状況であります。 

  町といたしましては、地区防災計画の必要性は認識しておりますが、計画の策定、実施は

地域の自発的な取り組みが必要となることから、地区と十分協議、調整を図ってまいりたい

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） 
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○１４番（山田直志君） 町長、この地区防災計画については、今言われたとおり平成25年、

災害対策基本法42条ということに位置づけられたということなんですけれども、この地区防

災計画が今、新たに脚光を浴びて防災関係者の中で注目をされてきているんですけれども、

それは、今年４月に仙台高等裁判所が出しました石巻大川小学校での判決なんです。 

  高等裁判所は、その判決の中で、具体的に判決文を私も読みましたけれども、大川小学校

の教頭は、大変危険、斜面があるけれども裏山へ逃げようと、こういう判断をして逃げよう

としていた。しかし、そこへ地区の町内会長さんが来て、避難場所は河川の脇にある公園だ

から、そこへ避難しろと、こういう指示をしたと。このことによって亡くなっているという

ことを高等裁判所の判決は断言しているんです。 

  これは地域の、地域というのが石巻の河口から４キロぐらいあって、ハザードマップ上も

大丈夫だろうという全体的な、津波はここまでは来ないよという意識があったということの

あれもあるんですけれども、当時の地震の状況等から教頭先生は裏山に逃げるべきであると

いう判断をしたんだけれども、まちの防災計画では避難場所はその川のたもとだということ

で、そこへ避難したことによって子供たちが亡くなられるということで裁判になって、町や

教育委員会の過失はなかったのかということで、しかし過失が認められた。 

  この地域は、この区長さんのごとく、全ての人が自分たち公民館や川の端にある公園の避

難地域、市が指定した避難地域に避難したことによって、市内でも最大75％の住民が死亡す

るという結果になっていると。 

  こういうことで、やっぱり地域に、本当にその地域地域の人たちの情報が本当に正しいの

か、例えば東のほう、津波が来るよといったときも、じゃ浜の湯さんのほうと正定寺さんの

ほうと、場所場所によって逃げる場所だって違ってくるだろうし、何が一番最適、適切なの

かということ、例えば津波に対しても、やっぱりその地域地域によって違うことがあるんで

す。 

  やっぱりまちが定めたことが100％ではないということも、やっぱりこういう中で検証さ

れて、裁判判決でもある面断罪されて、市等の責任というものも出てきているわけなんです

けれども、そういうことを考えても、やっぱり地域の方々が一番自分たちの身を守るために

どうすべきかということを、やっぱりちゃんと地域で考えるということの必要性というのは、

改めてあると思います、これは。 

  もう一つは、今言われたように困難な問題は何かというと、マンパワーがないということ

だと思うので、確かに言われるように、自主防の役員の方々は各区の役員兼任ですからかわ
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ってしまう。東海道沿線みたいに町内会と別に自主防災の組織がないですから、こういう点

ではやっぱり各区の防災委員や町の防災委員とか、マンパワーの育成をやっぱりする必要が

あると思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、避難場所の関係は、確かに大川、石巻、これは本当に大変残念

なことがありました。 

  私も、大体区長会に対して言う中で、やっぱり一次避難地域、二次避難地域とあります。

一次避難地域に関しましては、地区の区長さんの意見を聞いた中でやっておりますもので、

そういう中で町が押しつけということは自分はないと考えている。その辺は地域の方の意見

を伺った中で、その一次避難、二次避難をしてもらう、これをやっていることだけは御理解

願いたいと思います。 

  さらに、あとこの地区防災計画、これは必要性を感じておりまして、やっぱり本当、自主

防災でやってもらうのは２年で役員が終わるとか、やっぱり下田も大変なかなか厳しいよと

言われておりますもので、そういう中でやっぱり、これはやっぱり言ったように防災計画、

できればつくりたいなと考えている中で、今、そのマンパワーの不足これが本当にそうでご

ざいます。 

  そういう中で、今日の新聞かな、やっぱり札幌で防災委員の方がいろいろ避難所でいろい

ろやって…… 

（ベルの音が鳴る） 

○町長（太田長八君） 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。 

  この際、10時45分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時３１分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 須 佐   衛 君 

○議長（飯田桂司君） ８番、須佐議員より一般質問で掲示板の使用、資料配付についての申

し出がありましたので、これを許可します。 

  ８番、須佐議員の第１問、入湯税の税収増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） こんにちは、よろしくお願いします。 

  質問に先立ちまして、この夏、私の地元奈良本で火災が２件ありまして、とうとい５名の

人命が失われましたこと、御冥福をお祈りしたいと思います。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  １問目、入湯税の税収増への取り組みについて。 

  １、近年、入湯客が減少しているが、ここ数年の推移はどうなっているか。 

  ２、伊東市では小学生に入湯税を課しているが、当町では小学生以下の子供に課税する考

えはあるかです。 

○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、入湯税の税収増への取り組みについては、２点か

らの質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の、近年、入湯客が減少しているが、ここ数年の推移はどうなっているかについて

ですが、平成27年度から平成29年度までの過去３年間における入湯客の推移を見ますと、平

成27年度が前年度対比2.1％減の82万4,293人、平成28年度が前年度対比で2.2％減の80万

6,131人、平成29年度が前年度対比1.3％減の79万5,564人となり、平成29年度に初めて80万

人を下回る結果となりました。 

  観光地間の競争が激化する中で、廃業、閉鎖する宿泊施設の影響に加え、旅行形態の変化

や人手不足への対応に伴う宿泊定員の見直しなどにより、宿泊客が減少傾向にあるものと考

えております。 

  次に、２点目の伊東市では小学生に入湯税を課しているが、当町では小学生以下の子供に

課税する考えはあるかについてですが、入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為に付随して旅館へ
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の宿泊、飲食等が行われ、娯楽性の高い相応の支出がなされると予想されるところから、そ

こに課税根拠を見出して課することとされているものでございます。 

  したがいまして、日常生活で必要となる以上の過剰な支出が考えにくく、また担税力が通

常予想されない12歳未満の子供への課税につきましては、家族連れなど特定の宿泊客の負担

増を招くことになりかねず、現時点では課税する考えはございません。 

○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。 

  年々減少してきて、そして平成29年には80万人を切ってしまったというようなご答弁だっ

たと思いますけれども、非常に厳しい中にある。 

  実は、４年前のこの９月議会でしたか、私が一般質問で入湯税のことで話をさせていただ

きました。そのときは、入湯税の増税というのは全く考えていないような、後々その検討材

料になるだろうというような話だったと思います。 

  町長、お考えが最近変わってきたようなこともお聞きしますけれども、それは御自身のお

考えなのか、それとも関係団体等からそういう要請があったのか、ちょっとそんなことも聞

いてみたいと思います。 

  それと、あと小学生に関してです。 

  これは、伊東市のほうで、今、先ほど説明しましたように入湯税150円を課しております。

大体どこの自治体も12歳未満免除という形が通例になっているようなんですけれども、私が

４年前に質問したときも、やはり家族旅行が増えてきている。団体旅行が減ってきている。 

  もともとその入湯税というのは目的税みたいな形でなったわけですけれども、そういった

中でだんだんその対象者が減ってきている、団体旅行がなくなってきて。そういったことを

考えますと、子供、小学生、例えば150円ではなくてもいいです、100円、幼児は50円といっ

たような形で広く薄くいただくということは、これは考える必要があるのではないかなとい

うふうに思っています。 

  というのも、最近、イベントですよね、例えば熱川でいいますとちびっこフェスタといっ

たようなイベントがあります。魚のつかみ取りですとか、ちびっこ和太鼓の演奏、教室です

とか、稲取でもサザエのつかみ取りやちびっこ縁日とかという子供イベントをやっています。 

  今年、熱川でいいますとそのつかみ取りが８月の後半ちょっとできなかったというのがあ

ったのが気がかりで、財源不足だけではないんでしょうけれども、どうもちょっと先細りに
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なってきているのかなというような気がしています。 

  子供からいただくこの入湯税に関しましては、全て子供に還元するというような形の目的

税化をして、これは導入して、導入をもう一度お考えいただきたいなというのが一つ私の意

見でございます。逆に、伊東市でそういう形で子供から入湯税を取っているよといったよう

な声があるのかどうか、その辺のところもちょっと調べていただきたいなと思うんです。 

  私も小さい旅館をやっていますけれども、そういうような形でお客に入湯税の話をします

と、子供はいいんですかというような感じのお客様も中にはいらっしゃいます。そんなこと

から、そんなに負担が、例えば50円、100円といったときに、あるのかなというとそうでも

ないような、そんなような気がするんですけれども。 

  例えば、昨年ベースでいいんですけれども、小学生以下、12歳未満です、12歳未満から入

湯税を徴収した場合にどれぐらいの額になるのか、それをちょっとお聞きしたいと思います。

大体その全体の何％ぐらいになるのかなというようなことで、よろしいでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 数字的なことは担当課長に説明いたさせます。 

  入湯税のどこから持ち上がったか、これは昨日もあったようにお互いが意見が一致したと

いうか、要するにこれからだんだん観光に対する比重が多くなるので、その財源が、税収が

減ってくる中で、じゃどのように税源を確保するのがいいのかなという中で、町も何かとい

うとやっぱり入湯税というのが一番じゃないかと。それはあくまでも値上げした分は観光に

充てるということなるので、やっぱりこれは双方の意見の中で出たものでございまして、町

が単独とか観光協会の投げかけとか、そういうことではなくて、お互いの意思が一致、意思

の疎通が図られたということだけは御理解願いたいと思います。 

  あと、子供に対する入湯税、本当にそれは現場の声でございますから、これは真摯に受け

とめた中で、町としても基本的には、壇上で言ったように奢侈性が少なくて担税力、税金を

払う力がない子供たちに対しましては、入湯税はとらないような方向で今後いきたいなと考

えておりますけれども、今言ったように伊東に対することをまだ聞いておりません。伊東の

子供に対することを聞いていません。そういう中で、今、現場が言ったように、お客さんの

声が子供に対しては入湯税は要らないんですか、そういう声もあるようなことも聞きました

し、これはちょっと検討した中で、基本的には子供は担税力、お金がないもので、基本的に

は町は取らない方向でいきたいと考えておりますけれども、これはちょっと検討させていた

だきたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 税務課長。 

○税務課長（福岡俊裕君） では、平成29年度ベースでの、小学生以下、12歳未満の者に該当

する者の人数及びその税額についてお答えいたします。 

  平成29年度ですけれども、５万6,788人が免除人数となっておりまして、金額としまして

851万8,200円が免除税額という形になっております。 

  以上でございます。 

（「暫時休憩をとりたいと思います」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  税務課長。 

○税務課長（福岡俊裕君） 伊東市のほうですけれども、伊東市が６歳未満の者が課税免除と

なっておりまして、当町は12歳未満が課税免除となっております。単純計算となりますけれ

ども、単純で２分の１ということになりますので、430万前後が課税免除されているという

形になっております。 

  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） どうもありがとうございます。 

  意外と子供の人数が少ないなというような感じもしました。１年を通して見れば、そのぐ

らいの人数で。夏は多いなと感じますけれども、１年を通して見るとそのぐらいなのかなと

いうような、そんな気持ちなんですけれども。 

  伊東市の場合は、やはり修学旅行ですとか、そういった旅行に関しては課税はしないよう

な形になっています。その辺のところは家族旅行とか、そういう形の旅行とは区別している

ということですよね。 
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  大人の今の入湯税150円のベースを、例えば200円、250円とした場合にはちょっとそれは

目立つなといいますか、ほかの近隣市町を見ましても、頭が出るということに関してはちょ

っと、私なんかはどうなのかなというふうに思っているものですから、この子供の入湯税と

いうことをちょっと提言させていただきましたけれども、前に入湯税の質問をしたときに、

入湯税が例えば旅館の耐震対策ですとか、いわゆる廃墟の問題の周りの防御ですとか、そう

いうものに使えるのかというようなことを質問したような気がしたんですけれども、その辺

の検討はどうでしょうか。その辺されていますでしょうか。 

  それとあと、先ほどの山田議員の関連質問みたいになってしまうんですけれども、今、消

防法が非常に強化されたということがありまして、既存の消防の防火対象物への猶予期間と

いうのが今年の３月末で終わってしまったんですね。私も旅館をやっていまして、立入検査

というのがありました。それで、広域消防になってから厳しくなったみたいな話もありまし

たし、法律の絡みもあったんでしょう。スプリンクラーというのがついているわけなんです

よね。それが今年の３月31日までの期限で新しく買いかえなきゃいけないという形になって

きます。各旅館さんではその辺がやっぱりネック、ちょっと厳しいなという、先ほどの山田

議員の質問のあれで出ていたんですが、そういう感覚を持っているところが非常に多いです。 

まだ使えるのに、また新しいものにかえなきゃいけないというような、法律ですから仕方

がないということもあるんですけれども、その辺のところが入湯税等で賄えるのかどうかと

いうようなことも、また検討をいただければなというふうにも思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 入湯税に対する周辺の環境整備の検討、これはちょっと担当から説明

します。使えるかどうかというものは総務課長から答弁させます。 

  次に、スプリンクラーの設置、これは自分の感覚だと、スプリンクラーといったら相当大

きな床面積のところでなければつけないのではないかと考えておりますもので、その辺はま

た駿東伊豆のほうに、どういう基準の中で、やっぱりスプリンクラー設置の基準は何平米か、

ただ古くなったからつけかえる、それではちょっとあれですから、そういうことがないよう

な感じで、ちょっとこれは検討させていただきたいと思います。 

  また、山田議員に言ったように、そういう施設が多ければ、当然、商工会のほうにも融資

とかそういう中で聞けると思いますが、一応町には一切そういうことは来ておりませんもの

で、ちょっと商工会と連携をした中で、どういう状況かというようなところを見きわめたい
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と考えております。 

  入湯税の関係については、総務課長に説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） それでは、入湯税の使途ということで、これは御存じのとおり、

目的税ということで使途が限定をされております。１つは環境衛生施設、それから鉱泉源の

保護管理施設の整備と、それから消防施設その他消防活動に必要な施設整備、それから観光

振興に要する費用ということで、いずれにいたしましても、個人の施設のそういうものの、

例えば旅館の廃墟ですとか、そういうものには使えないことになっているというふうに考え

ております。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、ふるさと納税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） ふるさと納税の現状についてということで、ふるさと納税が減少して

いると聞くが、ここ数年との比較と現状分析を伺う。 

  ２番、企業版ふるさと納税制度を活用し、地域活性化や新たな観光地づくりが考えられな

いか。 

  以上でございます。 

○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） 須佐議員の第２問、ふるさと納税の現状については２点からの質問と

なっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目のふるさと納税が減少していると聞くが、ここ数年との比較と現状分析を伺うにつ

いてですが、笠井議員の一般質問に対する答弁と重複する部分もございますが、返礼品の送

付を開始する前にはおおむね年間100万円程度の寄付金額で推移していましたが、返礼品の

送付を開始した平成27年度には777件、2,347万5,000円と大幅に増加いたしました。平成28

年度にはインターネット申し込みとクレジット決済を導入したところ、4,662件、２億6,197

万5,000円と飛躍的な伸びとなりました。 

  しかしながら、返礼品での競争が過熱化したこともあり、総務大臣から通知が出された平

成29年度には返礼割合を一律３割に見直したこともあり、3,550件、１億7,966万円と３割程
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度の減少となりました。平成30年度につきましては、前年同時期と比較しますと56％の大幅

な落ち込みとなっております。 

  自治体間の返礼割合のばらつきや参加自治体の増加、インターネットサイトなど、取扱媒

体の多様化などが減少の要因であると考えております。 

  次に、２点目の企業版ふるさと納税制度を活用し、地域活性化や新たな観光地づくりが考

えられないかについてですが、企業版ふるさと納税とは、町の地方創生総合戦略に位置づけ

られたプロジェクトの中から国の認定を受けた事業が対象となり、賛同していただける企業

からの寄付金を募る制度であります。 

  行政が政策を提案し、寄付を通じて民間企業に貢献していただきながら地方創生を推進し

ていくものであり、政策立案と同時に企業とも相談し、寄付の見込みを立てた上で国に申請

し、認定を受ける流れとなっております。 

  当町出身の創業者やゆかりのある企業などと接する機会があれば、この制度の積極的な活

用を検討していきた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） この質問も昨日の笠井議員の質問がありましたけれども、私も重複し

ましたけれども、させていただきました。 

  やはり、これも４年前にも一般質問させていただいた経緯がありますけれども、このふる

さと納税制度は、そのころを思いますと、随分また様相が変わってきて、いろんな形で競争

が進んできているというようなことがあります。今朝の新聞でも南伊豆町でもやっぱり大幅

減というようなのが出ておりましたし、これからどういう形になっていくのかなというのが

見えない、見えづらい、そんなようなことがあるんですよね。 

  そんな中で、私もふるさと納税のことでちょっとインターネット等で調べさせてもらいま

したけれども、昨日の話にもありましたけれども、いわゆるポータルサイトというものに

「ふるさとチョイス」のみしか掲載がないというのは、非常に残念な部分であるということ

だと思います。これは結構あれですかね、金額がかかるんですかね、それに載せると。もし

あれでしたら、お答えをお願いしたいと思うんですけれども。 

  それと、いろんな見方があると思うんですけれども、写真の見え方というんですかね、そ

れがやっぱり納税者といいますか寄付される方は、そのサイトを見て写真を見比べているわ

けですよね。実際にはその内容が非常にわかりづらい、３割までですよというようなことで
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あるわけで、納税する人はなるべく得なほうがいいということがあるわけです。そうすると

写真を見比べたときに、あれ、サザエが１個足りないとか、アワビなのかトコブシなのか、

そんなような話も出てきてしまうと。ですので、もう一度写真の見ばえ、今はインスタ映え

とかという話までありますものですから、魅力的な写真を撮っていただくということ。 

  今、インスタ映えという話もしましたけれども、例えば、そういった形で今、町でも観光

課がインスタグラムをやっていると思うんですけれども、そういった中で、町の中でインス

タグラムであったりとかツイッターであったりとか、そういうところでどんどん展開してい

く、コマーシャルしていくということがこれから必要になってくるのではないかな。とにか

く多くの人の目に映ってもらうということが大切になってくるのではないかなというふうに

思うんですよ。 

  それと、あとは選択肢が多いということもあると思います、選ぶものもね。その季節によ

ってニューサマーオレンジなんかもすごく人気があると思うんですけれども、例えば西伊豆

なんかは体験ものの何かツアーみたいなもの、そういうものが載っかっていて、結構人気が

あるとか、そんな形のことを聞いているわけなんですけれども、さまざまな形でそういうよ

うな選択肢ということがあるといいと思うんです。 

  それと、あとお伺いしたいのは、ふるさと納税は非常に大切な事業だと思うんですけれど

も、専任のスタッフというのがちゃんとついているのかどうか。ふるさと納税だけをしっか

り見ている職員の方というのはどうなのか。私は、このプロジェクトチームみたいな形のも

のを、例えば、副町長を頭にして立ち上げるとかというようなことを、それだけ取り組むと

いうことも必要になってくる事業ではないかなというふうに思っておりましたので、その辺

のところを、ふるさと納税について。 

  それから、企業版ふるさと納税、今、力強い町長のお考えがあったかと思うんですけれど

も、今ここにも掲示している資料にもふるさと納税の地方創生応援納税、括弧して企業版ふ

るさと納税ということで、こちらのボードの資料でいいますと一番左上になってくるんです

けれども、概略は時間の関係でささっと話します。 

  志のある企業が地方を応援しようというものであると。企業にとっても税制のメリットが

ある。それで、流れとしては、自治体が地方創生でプランニングをすると、そういう形の中

で内閣府のほうでそれを見て、いいではないかということで取り上げて採用してもらえれば、

その中から企業が出資するということになるわけですよね。これははかり知れない部分があ

るのではないかなというふうに思っています。町内ということではなくて、逆に本社が町内
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にあったりなんかすると、そこには寄付はできませんから、もう全国からそういう形で寄付

を募ることができるという、そういうような驚くべき改革だと思うんです。 

  お手元にも資料をお配りしましたけれども、ホチキスどめになっています。平成28年度、

29年度ということで、こちらの資料ですね。ホチキスどめの資料を見ますと、例えば平成28

年度、これ１枚目のところ、寄付件数ということで見ますと合計517件、平成28年度であり

まして、額にしまして７億4,700万ありました。この年に始まったわけなんですけれども。 

  その次、平成29年度になりますと、1,254件で倍以上になっているんですよね、額も億に

達していると。23億5,500万というような額に達して、金額はそんなにあれしてもあれです

けれども、合計しましてもかなりの額の寄付が集まってきている。企業が最近業績が好調だ

ということもあると思うんですけれども、いろんな形で企業が自分のところにプールしてい

る資金を使って、何でしょう、自分のところのコマーシャルということではないんです、今

の寄付ですからあれですけれども、ＰＲに使っているということも実際あるのではないかと

いうことがあります。 

  次の２ページ、３ページのところをあけますと、寄付受け入れ額の多い地方公共団体、寄

付額の多い企業というような形で、大手の企業がずらっと並んできているということがあり

ます。 

  平成30年度も始まっておりまして、次の４ページ、５ページのところでは平成30年度、こ

れは年に何回かに分けてやっているみたいです。第１回目の実施を見ましても、かなり寄付

が集まってきていると。 

  それで、どういったような事業分野なのかといいますと、「しごと創生」、「地方への人

の流れ」、「働き方改革」、そして「まちづくり」といったようなところで、この町が将来

を考えていったときに、非常に大きな魅力のある事業であるのではないかなというふうに思

うわけです。 

  また、６ページ、７ページ、８ページのところには今年度の第１回目の認定された事業は

どんなところがあるのかというようなことで出ておりますので、参考までに見ていただきた

いなというようなこと。それぞれ各自治体が困っている部分ですとか、力を入れたい部分と

いうものがそこに出てきているのではないかなというふうに思います。 

  こんなことも含めながら、町長のまた御意見を伺いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは、また総務課より答弁させます。 
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  まずは、写真の見え方、これは本当にもうすごい大事でございまして、一応最初にやった

ときも写真の見ばえによってもう全然商品のあれが違いますもので、写真の掲載については

検討しているのが現状でございます。やっぱり写真の第一印象はすごい大事でございますか

ら、これはますますよい方向で写真は撮っていきたい。 

  それと、今言ったＳＮＳの拡散、これは大変大事だと考えております。そういう中で昨日

言ったのは、結構今この町に大学生が入ってきておりますもので、そういう大学生たちがＳ

ＮＳを使って、うちの町の情報発信ということをやっていると聞いておりますもので、当然、

それなら今後、このＳＮＳを推進、これはもう一つの大事な要素だと考えておりますもので、

これもまた積極的にやっていきたいと考えております。 

  さらに、季節の体験、これも須佐議員が言うとおり、町も担当課が一応そういうこともや

ったらどうかという中で投げかけた中で、なかなかそれが実現できないのが現状でございま

す。考えとしては、須佐議員と同じように、それは体験型も必要だなという中で一応町がや

っている中で、やっぱり地元の中で提案してもなかなか受け入れないというのが現状でござ

いますもので、これはまた引き続き、やっぱりこの体験型のふるさと納税に載るような方向

で、これは検討していきたいと考えております。 

  次に、専任の職員、今、町は置いておりません。一応兼務のような形でやっておりますも

ので、今はそういう中で兼務の中で、またそれを応援する、いますもので、今、町は専任の

職員を置く考えはございませんけれども、また多くなった中で、やっぱり専任の職員がすご

い負担になったという場合を考えていきたいと思いますけれども、現状では置く考えはあり

ませんけれども、今後のふるさと納税の寄付次第ということであります。 

そういうことで、やっぱりふるさと納税、本当にこれは大変貴重な財源で、町としても大

変でございますもので、できるだけ多くのふるさと納税がこの町に入ってくる、そういうよ

うな方向は昨日の笠井議員のときに言ったように、これはやっていきたいと思いますし、今、

副町長を先頭にやって、またどういうことを入れるとか、そういうことは一応もう提案はさ

れたのは、これは検討し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。 

  あとは、企業ね、これは大変本当にいいことなので、これを町はやりたいんですよ。しか

しながら、壇上で言ったように、創業者または関連企業がこの町にないもので、一番ネック

はやっぱりそういう場所がない、町有地とかそういう場所がないのがなかなか厳しい点で、

もしそういう場所があれば積極的にこれはやっていきたいと考えております。 

そういう中で、やっぱりほかの企業が入ってきた中で、この町の活性化になって、いろい
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ろお金を落としてくれておりますもので、これは言ったように、検討していきたい。これは

できればそういう企業に来ていただきたいと考えておりますもので、これはよそへ行って、

ある程度また企業の人に会ったらばやっていただきたいと言うと、必ず相手方は、では場所

がありますかと、そういうことを言われますもので、その辺ある程度……、よそへ出て、企

業の方に会ったならば、一応こういうことができたらお願いしたいということは言っていき

たいと考えております。これは本当にやっていけば、町としても大変メリットが大きいです

から、これは検討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） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） それでは、まず町長のほうからも申し上げたとおり、専属のスタ

ッフがいるかどうかということですけれども、現行、この取り扱いをしている職員につきま

しては、一応担当が財政係ということで、財政係の仕事をしつつ、ふるさと納税のほうの受

け入れをやっておりまして、その中で今、どういうプランということで、ふるさとチョイス

の一番ベーシック、基本プランを使っていまして、月3,750円ですから約４万円の中で、受

けたものを今度はエクセルで職員がそれを改良しまして、それを各寄付していただいたとこ

ろに返礼を送るような、そういう形のものを職員がみずからそれを改良してつくっていると

いうふうな形で、これでずっと努力していまして、特に28年度は２億6,100万円、それから

29年度も１億8,000万ほど、そういった寄付はあったんですけれども、一応専属をつけない

で、職員が財政の仕事やりつつやっておりますけれども。 

  今の状況ですと、それぞれが全国非常に激化しているということで、ふるさと納税自体は

20％、30％伸びてきているんですけれども、昨日もお話ししたとおり56％、57％、うちの町

も減ということで、そうしますとやっぱりポータルサイトを１つのみでなくて、これから増

やしていかなければならないということで、ふるさとチョイス以外を見てみますと、例えば、

「さとふる」ですと寄付額の10％ですとか、あるいは今非常に伸びてきた楽天のふるさと納

税については寄付額の6.1％から16.1％、平均14％程度というふうな形で、それ相当の手数

料を払わないと取り扱いをしないということになっておりますので、その辺を含めて今後、

ポータルサイトを増やすに当たって、補正等のお願いをしなければならないというふうに考

えております。 

  特に、ほかの郡下の市町をのぞいてみますと、一番多いところは西伊豆町が11億あるんで

すけれども、これに対してはそういったポータルサイト等々、それから印刷製本ですとか通
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信運搬費ですとか、そういうものを合わせて１億2,300万円を使っております。南伊豆町さ

んのほうでも寄付額が約４億、それに対して900万ということで、うちの町につきましては

昨年１億8,000万ですけれども、200万円ほど、約1.2％しか使っていないというふうな形で、

職員みずからが努力していたということを御理解いただきたいと思います。 

  それから、企業型のふるさと納税の御提案をいただいたんですけれども、これにつきまし

ては、免除額がいわゆる60％ということで、1,000万円を寄付いただいたものが600万円とい

うことで、その辺が控除されるということで、この辺は非常に総務省のやはり採択を受けな

ければならないということで、それは簡単に認められるわけにはいかないというふうに思っ

ています。 

ですから、この町に企業のそういったかかわりがあるとか、そういったものがなければ、

いろんないい事業計画を立てるにしても、その事業が認められなければいけないということ

と、それから企業側が自分たちが当然ながらプラスの部分がなければならないということで、

企業と町がそれぞれマッチングしなければいけないということで、この辺につきましては、

今後の検討課題かなというふうに思っております。 

  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。 

  今の企業版ふるさと納税の話ですけれども、確かに高いハードルというの等あると思うん

ですけれども、ただ、挑戦してみるといいますか、町として、この件は絶対成し遂げなけれ

ばならないという事業に対しては、積極的に応募してみたらいかがなのかなということがあ

ります。私が個人的に、例えばこれこれということになりますとまたあれでしょうから、こ

ういうことは控えますけれども、まちづくりのための何か事業というものをやっていただけ

ると非常にいいかなと。 

  あと、こんなこともできるのかななんて思ったりするのは、渋滞対策とか八幡野の交差点

で大変渋滞していますので、その辺のところの渋滞解消対策みたいなものを企業版ふるさと

納税、みんなやっぱり首都圏から来る人たちというのは、あの渋滞で頭を悩ませているから、

これを解消するようなプロジェクトみたいなのがあったりすると、非常に面白いかなとも思

ったりもしました。 

  そうはいっても、余り大きい話をしてもあれなんですけれども、町長もふるさと納税に関
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しましては、やはりふるさとを思う気持ちというものが大事だという話をされていたと思う

んですよね。この町、やはり成人式を迎えますと東伊豆町から旅立っていくというような形

の方が非常に多いですよね。例えば、そういう成人式の中でパンフレットみたいなものを入

れて、ふるさと納税制度がありますから、ふるさとを応援してくださいというような取り組

みみたいなものをやっているのかどうか、ちょっとひとつ聞きたいなというふうに思います。 

  また、気楽に帰ってこられるような、交通費を補助するような、元町民向けのそういうよ

うな返礼品みたいなものは考えられないのかななんていうふうに思いましたけれども、その

辺のところはいかがでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、今言った企業版ふるさと納税、これは大変いい事業でご

ざいます。これは当然、町としてもあるところがあれば、それはやっていきたいと思います。 

  今、八幡野の渋滞解消がふるさと納税に合うか、その辺もいろんな中で検討させていただ

きたいと思います。本当にこの町がそういうことができた中で活性化すれば大変いいことで

すから、これはまた検討させていただきたいということだけ答弁としたいと思います。 

  次に、あとふるさと納税は、今言った成人式、これは多分やっていないと思いますので、

これはそういう中でも提案された中で、これは大変そういうことをやればいいのではないか

と思いますもので、その辺はやっていきたいなと考えております。 

  次に、交通費、これは交通費として直接払う、それがいいのかどうかわかりませんけれど

も、ほかの町では、例えばどこかな、やったのは、親を見るために来る人に対する助成とか

介護、そういうことをふるさと納税でやっていることを聞いておりますもので、交通費支給

が直接いいのか、それとも親の介護に来るために助成するとか、そういういる人が、そうい

うやり方で多分いいと思いますもので、だから、そういう中で、帰りたい、こちらが交通費

が直接支給がいいのか、それとも親の面倒を見るとかそういう項目の中で、これはひとつい

い提案をされたものだなと考えておりますもので、これはちょっと検討させていきたいと。

これは積極的に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３問…… 

（「総務課長が」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） ごめんなさい。 

  総務課長。 
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○総務課長（梅原裕一君） ふるさと納税のＰＲにつきましては、まずは毎年２月の終わりか

ら３月上旬にかけて、雛のつるし飾りの時期に無料休憩所におきまして、その辺のＰＲを

大々的にさせていただいております。それから観光キャラバン等々につきましても、パンフ

レット等にも入れさせていただいたり、あるいはよく財政の職員がそちらのほうに赴いて、

観光のスタッフと一緒に配布するといった形のものをとっております。 

  特に、私どもの町は宿泊の補助のふるさと納税が非常に需要が大きいということで、これ

は本当にリピーターにもつながるということで、非常に効果があるというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、アスド会館の周辺の活用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） アスド会館周辺の活用についてということで、アスド会館の売却とい

うものは、町に大きな可能性を与えてくれるものと信じております。専門学校の設立につい

て、町は傍観者になることなく積極的にかかわっていく必要があると思いますが、いかがで

しょうか。 

  ２点目、周辺の土地を活用し、ジャイアントパンダを誘致できたらよいと思うが、いかが

でしょうか。 

○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、アスド会館の周辺の活用については２点からの質

問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目のアスド会館の売却は、町に大きな可能性を与えてくれるものと信じるが、専門学

校の設立について、町は傍観者になることなく積極的にかかわっていく必要性を感じるがい

かがかについてですが、今回の売却につきましては、動物飼育者養成機関として用途を定め

て行うものであります。計画では２学年で120名の若者が集い、この町で学ぶことになり、

行政報告でも述べましたように、教育面、経済面、さらには地域コミュニティーに関して活

性化が図られるものと大きな期待を寄せております。 

  もちろん、私塾であり町には監督権限等はありませんので、過度の干渉はすべきではない
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と考えますが、適切な協力体制をとれるよう協定を結ぶなどの方策を検討していきたいと考

えております。 

  次に、２点目の周辺の土地を活用し、ジャイアントパンダを誘致できたらよいと思うが、

いかがかについてですが、現在、国内で飼育されているパンダは３カ所に10頭ですが、全て

中国からレンタルされたか国内で誕生したもので、レンタル料は１頭当たり年間5,000万程

度と言われているようです。導入には高額なレンタル料のほかに、飼育施設や誘客のための

駐車場の整備なども必要であり、多額な費用がかかることが予想されます。また、町では飼

育に関するノウハウもないことから、絶滅危惧種である貴重なパンダを観光誘客を目的に誘

致することは考えておりません。 

○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。 

  パンダにつきましては、やっぱり少し夢のある話をしたいなということでもあるわけなん

ですけれども、昨年、上野動物園で、今そこの掲示板にも出ておりますけれども、シャンシ

ャンが映って、すごくまたフィーバーしているわけなんですよね。私が子供のころ、小学校

３年のころでしたか、パンダのランランでしたか、来日したときにも見に親に連れていって

もらった覚えがありますけれども、すごく並んで、その中で一瞬だけでしたけれども、パン

ダを見られたという、非常に癒しにいい、これからの人間の生活を考えていくと、癒しとい

うものが非常に大切になってくる。観光でもそういうことが言えるのではないかなというふ

うに思ったんです。 

  このパンダの話、今そこに出ていますけれども、竹を食べています。主食は竹とか笹とか、

そういうものですよね。ちょっと調べましたら、この竹とか笹というのは、伊豆半島から仕

入れているということを知ったわけです。それも驚きまして、ほとんどこの辺の竹とかそう

いう笹とかというものは邪魔者扱いされて、お正月のどんど焼きで使うぐらいで余り用途が

ないようなものです。それを喜んで食べてくれるパンダがいるということで、年間数千万円

の餌代というものはどういう形で、その輸送量なのか何かわからないですけれどもかかって

いる。それが地元のここで、伊豆半島にパンダがいれば、そこにあるものを食べて元気に育

ってくれるんだということを考えると、これは非常に価値がある、大きなことではないかな

というふうに思ったんです。 

  この話をいろんな人にしました。ほとんどの人が、「ええ、パンダ」とか、「そんなこと
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できるんですか」とか、そういう感覚ですよね。ある人に話をしましたら、その人が一番真

剣に聞いてくれたんです。それは誰かといいますと上野動物園の教育普及課長さんという方

で、ちょっと電話でこのお話をしましたら、真面目に聞いてくださったんです。それで、で

きないことはないですよと。今、町長が言われましたように、大体つがいだそうですけれど

も、年間95万円ドルということでドル建てになっているんですかね、今ですと１億ぐらいや

っぱりかかっているということがあります。そして、中国の研究に対して、そういう資金を

出資するわけなんですけれども、お互いの中国側と自治体側との関係というものが出てくる

というようなことがあります。 

  先ほど、町長も日本にも何頭かいるということで、アドベンチャーワールドというのが和

歌山県の白浜町というところにあります。白浜町というのは、６月に一般質問で質問させて

いただきましたテレワークの関係で、ちょっと先進的な事例があるというところなんですけ

れども、そこのアドベンチャーワールドでは、これまで15頭の繁殖を成功させているという

ことです。そして今朝のネットのニュースで見ましたら、また８月に生まれて、９月のこれ

からですかね、一般公開が始まるというような話が出ておりました。すごく環境がいいとい

うことですよね、この里地里山の中で。そして食べ物がいいということの中で、もちろんそ

ういった中で、設備はお金がかかってしまうところもありますよね。やっぱり暑いところが

苦手ということで、冷房設備が整わなきゃいけない。 

  それで、アスド会館の周辺を見ますと、民間の動物園の方もいらっしゃいますし、そうい

うような形でやっているところもあります。町でやるのかどうなのか、その辺はもう本当に

雲をつかむ話ですからあれなんですけれども、将来的にそういうようなことでいろんな形で

うまく、ｉＺｏｏさんの関係もありますし、動物に関して、また研究ということではバナナ

ワニ園も研究所からスタートしたというふうに聞いておりますので、動物研究ということで、

この地域が新たに活性化するのではないかなというようなことも思ったわけなんです。 

  そんな感じで、どうでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） ジャイアントパンダ、本当にこれは私も一般の町民からそういうこと

を町なかで言われたことがあります。パンダを誘致したらどうかとかね、言われた中で、ち

ょっと言葉を濁した経緯があります。本当に夢のある話でございます。 

  やっぱり基本的には、壇上で今言ったように、須佐議員も言ったように、これは対となっ

て、もう１年間で１億円のレンタル料がかかる。これは毎年かかってくるもので、その経費
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と、それとやっぱり施設整備なり、絶滅危惧種の中で、町がやる場合ですよ、獣医とかいろ

んな面の職員とかある中で、大体年間維持費が一億二、三千万ぐらいかかるのではないか、

自分としてはある程度検討しました。そういう中で、これを年間通じて、これから毎年これ

を維持していくとなるとなかなか大変なもので、これは夢のある話として聞かせていただき

たい。町が直接やる気持ちは、ちょっとできないというのが現状、やりたくてもできないと

いうのが現状ということで、そういう中で今言ったように、近くにそういういろんな動物飼

育機関があるもので、そこと連携した中で、町が余りにも負担が大きかったらこれはちょっ

とあれですけれども、その辺の話し合い、話を、こういう話があったがいかがなものかとい

うこと、これはちょっと話してもいいかと思いますけれども、町単独でやるのは、結構もう

とてもではないけれども、夢がある話だけれども、できないということは御理解願いたいと

思います。 

  ただ、周辺に本当にｉＺｏｏさんとかアニマルキング、そして熱川にはワニ園なんかがあ

りますもので、ひとつ東伊豆町としてそういう動物に関する愛する町と、それも一つのイメ

ージづくりでございますから、その辺はちょっと相手方に話した中でどういうふうになるか、

これはちょっと話だけはしていきたいと思いますけれども、町で単独でやることはちょっと

考えていません。 

  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） 今、逆に、町長が町でやりましょうと言ったら、こっちがびっくりし

ちゃうぐらいのことですから、膨大なことですから。でも、そういう話題にしていただくと

いうことはすごく大事ではないかな、周辺の施設の方とこんな話を。 

  やっぱり、ちょっと繰り返しになるかもしれませんけれども、観光ですとか、あるいはこ

こで雇用をつくるということ、そして交流が生まれる。最近、インバウンドでも中国のほう

からお客様がうちなんかも結構来ています。そういうようなこともありますし、里地里山保

全ということもありますし、非常に夢のある話だなというのがあります。何といってもやっ

ぱりシンボルになるということですよね。お菓子の会社がパンダをモデルにして、いろんな

ものをつくったりとか、そういうようなことも出てくるでしょうし、また町民がこの町を愛

してくれる一つの材料になってくるのではないかなというふうにも思います。 

  白浜町のことでちょっと調べましたら、人口がどういうふうになっているのかなと思って、
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パンダと直接関係はないと思うんですけれども、でも、白浜町はやや人口は減ってはいます。

やはり和歌山県の周辺のあれだということで。 

  ただ、アンケートの中に、「この町に誇りを持てるか」というところがあったんです。そ

れはすごく多かったですね。町に誇りを持っていると、それがパンダと直接かかわりがある

かどうかというのはわかりませんけれども、何か東伊豆町が将来発展するということを、10

年先を見越してまた考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） 確かに、須佐議員の町に対する思いは聞きました。やっぱり夢のある

話は大変大事でございます。夢がなければ、それに向かって努力できませんもので、夢とい

うものはある程度いつまでも持った中で、それに向けてやる。これは大変大事な考えである

と考えておりましたもので、今、１つはパンダを例として須佐議員がそういうことを提案し

ていただいたと考えた中で、このパンダの案件についてはそのような方向で、この町の夢づ

くりで、これからどのような方向でやっていくかというと、検討させていただきたい。パン

ダではなくて、それ以外の夢づくり、そういう方向で町はやっていきたいと考えております

ので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で８番、須佐議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時４０分 

 

再開 午後 １時０１分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町税

賦課徴収条例の一部を改正する条例） 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて
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（東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例）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専決承認第４号 専決処分の承認を求めるこ

とについて、提案理由を申し上げます。 

  平成30年６月６日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、町が策定した導入促進基

本計画について、６月27日に国の同意が得られ、町内の中小企業等の設備投資に向けた早期

支援が図られるよう東伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じたことから、地方

自治法第179条第１項の規定に基づき、８月１日付にて専決処分をさせていただきましたの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  詳細につきましては税務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 税務課長。 

○税務課長（福岡俊裕君） それでは、ただいま提案されました専決承認第４号 専決処分の

承認を求めることについて、お手元に配付しました説明資料に基づき御説明いたします。説

明資料をごらんください。 

  改正内容につきましては、中小事業者等が適用期間内に町から認定を受けた先端設備等導

入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、同設備に係る固定資産税の課税標準を東

伊豆町税賦課徴収条例附則第10条の２第26項の規定により、３年間にわたってゼロとする内

容となります。 

  中小事業者等につきましては、１点目として「（同一の大規模法人から２分の１以上の出

資を受ける法人又は２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人を除く、）資

本金もしくは出資金の額が１億円以下の法人」、２点目として「資本金もしくは出資金を有

しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人」、３点目として「常時使用

する従業員数が1,000人以下の個人」が対象となります。 

  次に、適用期間につきましては、平成30年８月１日から平成33年３月31日までの期間とな

ります。 

  次に、一定の設備につきましては、一定期間内に販売されたモデルであり、生産性の向上

に資するものの指標（生産効率、エネルギー効率、精度等）が旧モデルと比較して年平均
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１％以上向上している設備が対象となります。 

  なお、機械設備の場合、最低価格が160万円以上、販売開始時期が10年以内のもの、工具

の場合、最低価格が30万円以上、販売開始時期が５年以内のもの、器具備品の場合、最低価

格が30万円以上、販売開始時期が６年以内のもの、償却資産として課税される建物附属設備

の場合、最低価格が60万円以上、販売開始時期が14年以内のものがそれぞれ対象となります。 

  次に、東伊豆町税賦課徴収条例の改正内容につきましては、第１条関係として、附則第10

条の２中第26項を第27項とし、第25項の次に第26項として、「法附則第15条第47項に規定す

る条例で定める割合は零とする」を加える内容となります。 

  また、第２条関係として、附則第10条の２第26項中「附則第15条第47項」を「附則第15条

第46項」に改める内容となります。 

  最後に、施行期日につきましては、公布の日（平成30年８月１日）から施行する。ただし、

第２条の規定は平成31年４月１日から施行するということで、以上、簡単ではございますが、

説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（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。 

  これより専決承認第４号 専決処分の承認を求めること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承認されました。 

 

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

 

◎日程第３ 専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年

度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）） 

○議長（飯田桂司君） 日程第３ 専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて

（平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号））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専決承認第５号 専決処分の承認を求めるこ

とについて、提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、去る７月28日から29日にかけての台風12号及び８月８日か

ら９日にかけての台風13号の影響により被災した公共施設について、早急に復旧する必要が

生じたため、平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）を処分したものであります。 

  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専決承認第５号 専決処分の承認を求め

ることについての平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第４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４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1,152万3,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億6,123万1,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  ２歳入について御説明いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に1,152万3,000円

を追加し、３億1,670万1,000円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基

金繰入金、1,152万3,000円の増は、今回の補正における財源不足額を補塡措置いたした内容

でございます。 

  ７ページ、８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。 
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  10款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、３目漁港災害復旧費、補正前の金額に

124万1,000円を追加し、124万1,000円といたします。事業コード１漁港災害復旧事業、15節

工事請負費、細節１災害復旧工事124万1,000円の増につきましては、漁港施設３カ所の巨

石・流木除去など復旧のための増額措置であります。 

  ２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁災害復旧費、補正前の金額に692万6,000円を

追加し、1,156万8,000円といたします。事業コード１道路災害復旧事業、15節工事請負費、

細節１災害復旧工事692万6,000円の増につきましては、町道10路線14カ所ののり面崩壊対策

や倒木除去、路面清掃など復旧のための増額措置であります。 

  ３項その他公共施設・公用施設災害復旧費、１目観光施設災害復旧費、補正前の金額に

313万6,000円を追加し、1,012万1,000円といたします。事業コード１観光施設災害復旧事業、

15節工事請負費、細節１災害復旧工事313万6,000円の増につきましては、熱川海岸など観光

施設６カ所における漂着物の除去や転石・倒木除去など復旧の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51億4,970万8,000円に1,152万3,000円を追加し、51億

6,123万1,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額51億4,970万8,000円に1,152万3,000円を追加し、51億

6,123万1,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（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。 

  これより専決承認第５号 専決処分の承認を求めること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） 
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○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承認されました。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第４３号 東伊豆町アスド会館の設置及び管理に関する条例を廃

止する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第４ 議案第43号 東伊豆町アスド会館の設置及び管理に関する

条例を廃止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43号 東伊豆町アスド会館の設置及び

管理に関する条例を廃止する条例について、提案理由を申し上げます。 

  このたびアスド会館を売却することに関し相手方と合意が成立いたしましたので、手続を

進めるに当たり、行政財産から普通財産に変更するため条例を廃止するものであり、議会の

議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ただいま提案されました議案第43号 東伊豆町アスド会館の

設置及び管理に関する条例を廃止する条例について概要説明をさせていただきます。 

  このたびアスド会館を処分するに当たり、行政財産から普通財産に変更するため、管理及

び設置に関する条例を廃止するものでございます。 

  それでは、朗読をもって説明とさせていただきます。 

  １枚おめくりください。 

  東伊豆町条例第 号。 

  平成 年 月 日。 

  東伊豆町アスド会館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例。 

  東伊豆町アスド会館の設置及び管理に関する条例（平成14年東伊豆町条例第15号）は、廃

止する。 
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  附則。 

  この条例は、公布の日から施行する。 

  以上、簡単ですが、説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） 私は幾つか疑問を呈してきましたけれども、この条例に関して廃止

すること、これに関して、まずアスド会館の今回は売却が本館及びその敷地に限っているわ

けで、アスド会館のこの条例によりますと、その２にその他の施設というふうになっている

んです。条例を読んでいただきたいんですが。その他の施設ということは、プール、体育館、

温泉あるいはそのほかの原野、これは含まれていないわけで、したがって、それを廃止して

しまうと、その存在というふうなものが非常に曖昧な存在になってしまう。町有地なのか、

それをどうするものなのかというふうなことで、法的な根拠を失ってしまう。 

ですから、今回売却に関してということであれば、このその他の施設というふうなものが

アスド本館以外にあるわけで、それを売却しないのであれば、僕はこの条例を廃止すること

に関してはちょっと疑義があるんですが、その点に関して、町長、いかがお考えでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 一応これは、あくまでもアスド会館を今売却する方向でやっている中

で、それで今、藤井議員が心配しているその他の施設に関しましては、私はこの条例を廃止

したとしても、それは何ら影響がないものと考えておりますもので、そういう中で今回提案

させていただきました。 

  じゃ、あとは担当から。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今回売却する対象におきましては発電室も含まれております

ので、その他の建物というのはそれを指しているということでございます。 

○議長（飯田桂司君） 10番、いいですか。 

10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） これは、しかし、その他の施設に発電所だけというのは、ちょっと

違うんじゃないかと私は解するんですけれども。というのは、例えば温泉施設の中で源泉が

ある。それから温泉のパイプをずっと引っ張っている道がある。それは町有地に前に組み入

れたという経過もあるわけですよ。ですから、そういうようなものも含めまして、その他の
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施設というふうに言っているんではないかと思うので、それは今回、売却の対象からは外れ

ているわけですよ。したがって、そういう点で条例からこれを外してしまいますと、行政財

産の範囲、それが普通財産の範囲、それが非常に曖昧になってしまう。これは少なくともア

スド本館とその他の施設というふうになっている以上、その他の施設が発電所だけというふ

うにはちょっと読めないので、違うんじゃないかというふうに私は思いますので、この条例

の廃止に関してはちょっと時期尚早ではないかというふうに考えますので、いかがでしょう

か。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 先ほども申し上げましたように、私はこの条例を廃止いたしたとして

も、ほかのやつには影響ないと考えておりますもので、その辺は藤井議員とちょっと趣旨が

相反しますけれども、藤井議員はそういう心配をしておりますけれども、町といたしまして

は、それは大丈夫だという中で今これを廃止の条例を提案させていただきました。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） いいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○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。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） これは再三疑問を呈しておりますけれども、法的にアスド会館のそ

の他の施設に関しては、やはり町の管理であるという条例に記載されているとおりで、今回

売却に当たっては、行政財産から普通財産にするには本館及びその敷地というのが今回の売

却の対象でありまして、それ以外のことに関して売却しないということが、町長、明確に説

明されているわけですから、この設置の根拠を失う可能性があるわけで、単に範囲をもう少

し限定して、これとこれは行政財産から普通財産に移すと、これは行政財産のままで残すと

いうふうにしない限り、非常におかしな話になるということで、今回売らないものも含めて

行政財産から普通財産にしてしまうというふうな形になると思いますよ。 

これに関しては地方自治法の第238条でしょうか、非常に厳密な規定があるわけで、これ

は売ったり貸したりしてはならないと、これに違反するような規定がもしあれば、この契約

は無効とするというところまで言っているわけで、そういう法的な観点からいいましても、
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この条例に関しては、一括でこういうふうにアスド会館の設置及び管理に関する条例に関し

て廃止することに関して、私は反対いたします。 

○議長（飯田桂司君） 次に、本案に賛成の発言を許します。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） ただいまのこのアスド会館の件に関しましては、今議論になってお

ります行政財産と普通財産という、このすみ分けがはっきりと説明がなされなかったような

気もしますし、私自体の解釈でいきますと、行政財産が普通財産に変更されたとしても、普

通財産がすぐそれが売却に当たるという、本館と同じように売却してしまうという、そうい

うものとは僕は違うような意味合いを感じるものですから、今回のこの条例改正については

賛成をさせていただきます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） これで討論を終結します。 

  これより議案第43号 東伊豆町アスド会館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例に

ついてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第４４号 東伊豆町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条

例を廃止する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第５ 議案第44号 東伊豆町介護予防拠点施設の設置及び管理に

関する条例を廃止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44号 東伊豆町介護予防拠点施設の設
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置及び管理に関する条例を廃止する条例について、提案理由を申し上げます。 

  アスド会館介護予防拠点施設及び館内設備の老朽化により使用を中止したため、条例の廃

止について議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ただいま提案されました議案第44号 東伊豆町介護予防拠

点施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について説明させていただきます。 

  ６月30日をもって使用を中止しましたアスド会館介護予防拠点施設を普通財産として取り

扱うため、設置及び管理に関する条例を廃止するものです。 

  なお、賀茂保健所へプールの廃止届を提出し、受理されているところです。 

  附則としまして、この条例は公布の日から施行する。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） この文面で議案第44号を見る限りは、特にアスド会館の売却という

ふうには直接言っていないわけですけれども、今、関連していることは明らかじゃないかと

思うんですが、その点が１つ。 

  それから、非常に介護予防拠点事業というふうなものは、事業ですよ。非常に住民に大変

好評で、申し込んでも申し込みが殺到しているというようなことで成果も上がっているとい

う中で、今回、しかし、介護予防拠点施設、これはプール、体育館、温泉については売却の

対象から外れているわけですから、必ずしもそれが外れているのであれば、急いで廃止する

必要はない。しかも、それが老朽化を理由に使用を廃止するというふうに言っているわけで

すけれども、緊急性があるのかどうか、今まで使っていたわけですから、それが老朽化とい

うことで廃止ということなんですが、例えば人命にかかわるような危険性があるとか何かと

いうふうなことがあったのかどうか、それに関してお尋ねしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） ただいまの御質問ですけれども、事業云々ということと、

それから老朽化ということで、売却と結びつけてこの条例を廃止するわけではございません。
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老朽化によって６月30日をもって使用を中止しているということが理由でございます。 

  それから、事業のものについてですけれども、この介護予防拠点施設というもので位置づ

けをした体育館、プールの条例の目的として町民が健康で生き生きとした生活を送るという

ことで、その目的を今、施設が果たさなくなった段階で、この条例をここに置いておくこと、

それとプールをそのまま維持していくということは、プールの設置基準、そういうものの衛

生管理上、今後も水質検査等をしておかなければいけない、プールの水等を安全に保たなけ

ればいけないということが必要になってきます。そういうことをこれから除いていかなけれ

ばならないために、この目的を一旦終了したということで条例を廃止するということで上げ

たものでございます。 

  それから、けが等そういうもののことについてですけれども、昨日もちょっとお話をさせ

ていただきましたが、体育館そのものの屋根の老朽化によって、もし屋根等の落下があった

場合に人命に非常に危険を及ぼすということがありまして、今年の２月から２階については

使っておりません。藤井議員も承知のことと思います。 

  それから、プールにつきましては、その他いろいろな老朽化、改修が必要となってきたと

いうことで総合的に判断して、６月30日をもって中止したところです。 

  しかし、介護予防の事業につきましては、今、本館で行っております。 

  それから、今後もし本館が売却をされても、他の公共施設を使ってやっていく予定として

私どものほうでは考えておりますので、御理解を願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） 私は行政がやっている仕事において、一つの事業で年度途中で廃止

するというのは、よほどの緊急性があったんではないかというふうに思うわけですよ。それ

が事前の町民に対する説明とかそういったものもほとんどなくて、昨日、一般質問でもしま

したけれども、張り紙をしましたと、あるいは回覧板を回しましたというふうなことで、急

に６月いっぱいで廃止するということに関しては、非常にこれは唐突感がある。 

まさか事業をそういう形で代替施設もなく廃止するということはちょっと考えられないわ

けで、それにはやはり緊急性があって廃止するんだということであれば、それなりにわかり

ますけれども、雨漏りがするという程度ぐらいで廃止することに関しては、私は、これはも

う少し検討して、年度がわりに廃止するとか事業を中止するとかというふうなことがどうし

てできなかったのかということを伺っておきたいと思います。 
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○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点は、課長が言ったように、目的としてこの条例を変えるとい

うことがあります。この当時の目的がもうなくなったと。言ったように、やっぱり雨漏りと

簡単に言いますけれども、この雨漏り、もういつ落下してもおかしくないんですよ。そうい

う中で、課長が言ったようにもう２月から２階は使用させないと。やっぱりそういう中で、

ただ単純に雨漏りというんじゃなくて、その雨漏りの屋根が落下する可能性もあるもので、

当然そういう中でも大変町民の危険性もあるもので、今回、唐突じゃなくて、そういう中で

この廃止条例を出させたことだけは御理解を願いたいと。 

  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） 唐突にというようなお話ですけれども、議員、御理解願っ

ているとは思うんですけれども、２月に２階のほうはもう使えないと。でも、介護予防拠点

を使用して、私どものほうでは精いっぱい事業をやらせていただいておりました。その中で

６月、もうこれ以上は厳しいだろうという判断のもとに閉鎖をしたわけです。 

何も唐突に閉鎖をしたわけでもありませんし、年度がわりどうのこうのという話はないと

思います。町民の命を守るのが一番大事だと思いますので、そういう目的に立って６月30日

で断腸の思いで使用を中止しております。そのことは御理解願いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 廃止条例ということで、何かこの間、５月の全員協議会から説明さ

れてきたことが大分はしょられているのかなという、町民の皆さんも聞いていらっしゃると

ころがあると思うので、ちょっと幾つかお伺いしたいと思います。 

  これ廃止に至る段階でいえば、雨漏りの問題があったということを５月の段階で、６月で

プールの営業もやめるということについていえば、昨日も出ていましたけれども、プールの

改修が屋根だけでなく、電気、配電設備を含めて１億5,000万円ぐらいかかると。当然その

一番直近の問題としては、消防法に適合させるための、それが1,000万円なりの工事をしな

いと、かつそれ以上続けられないと、こういう説明があったわけですよね。それは間違いな

いですよね。 

  だから、そういうやっぱりこれを続けるために一億数千万円の費用がかかることの判断、

そして当面プールを閉めることについていえば、その一部である消防法の適合、そういう指
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摘を受けて法律的な対応をしない限りは営業ができないという事態の中で、プールの営業は

やめられたという経過だったと思うんですけれども、その辺、間違いがないかというのが１

つ。 

  それと、昨日も一般質問で１億5,000万円ぐらいの改修費がかかるということを言ってい

ましたけれども、その中に白田から温泉を上げているわけですよね。引湯管の部分がもらっ

た段階で、まだおよそ２キロのうちの１キロ部分というのは改修していなかったというふう

に私は記憶しているんですけれども、そうした改修の工事部分というのは、その１億5,000

万円に入っているのかいないのかということが１つお伺いしたい。 

  ３つ目に、昨日、町長、一般質問の中で私ちょっと違和感を感じたところがございまして、

介護予防施設なんです。町長、昨日、いわばプールという、いわゆる競泳をするという施設

じゃないよと、介護の施設と何回か言っているんですけれども、やっぱり介護ということで

いうと、介護認定をされているような人たちが極端に言えば利用する、でも、ずっとやっぱ

りこの施設の用途、また町民の皆さんの活用というのは、言えばこの施設、あるように介護

の予防、また健康増進ということで、泳ぐということを通じて、また水中ウオークをすると

いうことを通じて、やっぱり足腰を鍛錬し、できるだけ健康で寝たきりやそういうことにな

らないようという事業の趣旨を持っていたかと思うんですよ。 

  だから、そこの趣旨については今後の事業のやっぱり継続性もあるだろうし、昨日、町長

も言われていましたけれども、今後の事業展開の中で検討に値する部分は、私は残っている

んじゃないのかなというふうに思うんですけれども、それらについてお答えください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 数字的なことは担当から答弁させます。 

  私は昨日の一般質問で介護介護と言いましたけれども、あくまでも介護予防でございます。

この辺は訂正させていただきたいと思います。 

  その中でやっぱりプールは水中歩行、大変介護予防に対しては有効と考えております。そ

の中でいろいろプールということに関しては、これは去年は介護予防がやっぱり、何回も言

ったように泳ぐようなそんな施設は必要ございません。あくまで介護予防に対するプールと

いうのを町は探しております。そういう中で、今まで残念ながらそんなものが見当たらない

という中で、引き続きまたこれは今年度中いっぱい継続してやっていきたいということは、

昨日、答弁させていただきました。もしなかったら、もう原課のほうが水中にかわる、また

いろんな健康を考えておりますもので、町民の介護予防に対する健康づくりに対しては後退



－146－ 

してはならないと考えておりますもので、そういう点は十分注意しながら、この介護予防と

健康づくり、これはやっていきたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） まず、休止に至るまでの経緯について、議員の御説明のと

おりで間違いございません。 

  それから、温泉管等の取りかえの部分が費用に含まれているかということですけれども、

送湯管については費用には含まれておりません。あくまで送湯のポンプの部分についての費

用ということで、送湯管の取りかえは必ず必要にはなってきますけれども、試算の中には今

のところ含んではおりません。 

  それから、年度当初から実際にプールが使えるのかどうなのかというところで、ぎりぎり

のところの議論というか、課内、それから町長を含めたいろいろな打ち合わせをさせていた

だく中で、当然、今年お気づきの方もあろうかと思いますけれども、教室の始まる時期が毎

年５月のゴールデンウイーク明けにはもう既に始まるんですけれども、どのような形で進め

ていくか、プールは大丈夫なのかどうなのかという検討の時間を非常に要したということの

中で、どうしてもその時期がおくれたというのもあります。 

  それから、町長が言われましたように、プールを使っての介護予防事業というものについ

ては非常に有効性があるということは認識はしております。それにかわるプログラム等につ

きましても、具体的なものはちょっとまだここでは申し上げられませんけれども、いろいろ

考えているものがありまして、また町民の方には御案内をさせていただけるように努力して

いきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） そうすると、１億5,000万じゃなくて、場合によっては２億とか２

億5,000万とか、その費用がかかると。残念ながら本来、行政として自分たちで計画をして、

こういうプールを持った場合であれば、当然町民の利用しやすい場所に、また経費のかから

ないような形でものを考えるということができたわけですけれども、このプールにつきまし

ては、もらった施設におまけみたいについているという形のところから事業が出発をして、

活用されてきたということなので、事業自体を維持する部分もそうなんだけれども、例えば

全体的な維持費として考えると、白田から一番の熱源である温泉をポンプアップで揚げてく

るということに対して電気代等々の費用もやっぱりかかるという仕組みと、場所も遠いので、
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当然熱心に利用される方は車等でいらっしゃるわけなんだけれども、多くの町民の皆さんが

利用できるかというと、そこにも若干限界があったのかな、そういう経過だったと私も思っ

ております。 

  非常に残念な思いというのが私もあるんですけれども、町長、一番これ問題だというのは、

やっぱり計画的に効率的なところに配置したわけじゃないわけなので、今回の場合でいうと

考えなきゃならない。今後の問題でいうと、費用を抑えるということは、やっぱり熱源の問

題ですよね。ほかのところでもプールを持っているところというのは、熱源をボイラーにす

るとかいろんな形がある。それを太陽光温水器でやったりとか、いろんな形で、熱源がやっ

ぱりかからずに、平易なところで活用されるということなんかが必要なことなんだろうなと

思うので、私は今後の、課長なんかも言っている利用者の存在もあります、また一定の有効

性、年齢に関係なく健康増進等をまたできるという部分でのプールを利用する取り組みとい

うものの必要性もあるかと思うので、今後これにかわる、代替的な施設については、ぜひ検

討が必要なのではないかと思いますが、いかがですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） そのとおりで、一応この当時の為政者が、失礼ですが、体育館、この

アスド会館をもらったときに、このプールをいかに活用する中で、この介護予防拠点施設が

できたと私は記憶しております。 

これ本当なんですが、断腸な思いでございますよ。しかしながら、私は場所的な問題、さ

らに費用負担、今言ったように直すのに１億5,000、２億ぐらいかかるかわかりません、今

の状況の中で。また、そういう中で皆さんがもっと参加しやすいような平たんな土地に、こ

れからつくったほうが今後のためにはいいんじゃないかという中で、これは引き継ぎを、そ

のプールに対すること、場所も検討してまいります。 

何も廃止することによって、この介護予防、さらに健康づくりが後退してはならないとい

う中で自分はやっていきますし、また原課も相当の決意の中でこの気持ちに関しては進めて

おりますもので、町民の皆様には絶対不便をかけない、そのような方向で町はやっていきた

い。また、その決意は担当のほうから、どのように考えているということは、また担当のほ

うから説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 健康づくり事業を平成15年から始めて、今までの中でたく

さんのプログラムを実施しました。その中で、プールは介護予防拠点ということで当然そこ
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にあったものとして、そこを利用したプログラムですけれども、実際にアスド会館の中でお

風呂等を利用したプログラム等も実施して、その検証も済んでいるところでございますので、

そういうものも健康づくりに活用できるのではないかということで、今後検討していきたい

というふうに考えております。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

（「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。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） この問題に関しては、これは雨漏りがあったということは私はよく

わかっております、自分自身も行っておりますので。しかし、緊急性からいえば、６月まで

やっていてすぐに廃止するというふうなことに関しては、それほどの緊急性があったのかに

関してはちょっとわからない。これは、課長はそういうふうにおっしゃる。あるいは２月ぐ

らいから使っていなかったというふうにおっしゃるわけですけれども、例えば、昨年私ども

に配られた資料の中では、売却、今、話、関係ないというふうにおっしゃっていますけれど

も、関連の中で議員に示された資料の中では、プール、体育館、温泉を運営している間は本

館への温泉を供給するというふうになっていたと思うんですよ。その資料を、後で示しても

いいと思います。 

  それは、この介護予防拠点施設、これを運営している間は本館にも温泉を供給しなければ

ならないというふうなことの取り決めというか、話し合いがなされていた。それは文書にも

なっているから間違いないですよ。なぜなら、私、質問しましたよ。プールをやりながら本

館に温泉を送って、温泉が間に合うのかと。湧出量は幾つなのかと課長に伺いましたよ。た

しか毎分215リッターだというふうにお答えになったように私は記憶しております。そうで

なければ、そんな質問はしないわけですよ。 

これは、いいですか、プール、体育館、温泉を運営している間は、介護予防拠点施設を運

営している間は、本館に温泉の供給をするという約束があって、そのことは私は、今回全く

売却と関係ないというのではなくて、やっぱり売却と関係があるんではないか。それから、

やはりプール、体育館、温泉はお金がかかるのはもうこれはわかるわけですから、そっちの

ほうを逆に先に廃止したいのかなということであって、今現在、喫緊に人命に関するような、

廃止しなければならない緊急性はない。 
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  したがって、今回、介護予防拠点施設は売却の対象になっていないわけで、そこのところ

においてこれを廃止する必要はなくて、私はまだまだ何らかの形で動かすような方法、それ

から、先方さんと使うというふうな方法も含めて協議する必要があるんではないか。そうす

れば、一々条例を廃止してまた復活させるなんていう必要もないと思います。 

そもそもこれは平成14年に国から１億円をもらって１年間かけて直したわけで、その前、

温泉を2,500万円で買って、全部で１億2,500万円かかっているわけですよ。それでたった14

年しか運営しなくて、もう老朽化だから廃止するというようなことは、これは一つの事業と

して、町が行う事業としてはあってはならないことではないかというふうに思いますので、

私はこの条例を廃止するということに関しては、もう少し息の長い目で見て検討されたほう

がいいんではないかというふうに思いますので、この条例を廃止することに関しては私は賛

成しかねます。 

○議長（飯田桂司君） 次に、本案に賛成の発言を許します。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 私は今回の件につきましても、介護予防事業というのは、これ大変

大切な事業でございます。町としても町民の皆さん方の健康については、十分にこういう事

業は継続していかなければならない。そのことはもう本当に町にとっても、私たちにとって

も大事にしていきたい事業でございます。 

  しかし、今、議論されていますこの条例の廃止につきましては、あくまでもこの健康づく

りをする、予防する拠点についてでございます。今、私たちもこのアスド会館をもらうとい

う、そのときに私も１年生議員でしたから、一番もらった責任は誰にあるのかという人がよ

くいるんですけれども、僕らもその当事者じゃないのかなという気持ちもするわけなんです

けれども、今一番論じたいのは、大事なこういう施設なんですけれども、もっと大事なのは

町民の皆さん、ここを利用する方たちの安全性だろうと僕は思うわけですよ。 

  今、想定外という言葉が非常にはやっているわけなんですけれども、想定した中で雨漏り

がこれぐらいだから大丈夫だとか、階段のつまずきはこれぐらいだから大丈夫だとかと、い

ろいろな想定の中での話があろうかと思うんですけれども、やはり町としては想定外のこと

が起きたときにも、やはりこれを保障していくという責務が生じるわけでございます。やは

り安全を第一として先々に手を打って、この施設に対しては廃止していきたい、それについ

ては私は賛成させていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論ありませんか。 
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（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） これで討論を終結します。 

  これより議案第44号 東伊豆町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例を廃止する

条例についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 起立多数によって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第４５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

正する条例の一部を改正する条例について 

○議長（飯田桂司君） 日程第６ 議案第45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45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を拡充し、子育て家庭の経済的支援の充実を図るため、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） ただいま提案されました議案第45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。 

  県の子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歳年度末まで拡大されることから、町も子ども医療費助
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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、６月議会

で一部改正を行い議決されましたが未施行のため、条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例となります。 

  今回の改正は、県の「子ども医療費助成事業」事務取扱要領に合わせ、保護者の監護要件

を確認することとし、保護者の住所要件を削除し、子供が保護者と別居する場合においても

当町の補助対象として子育て支援の拡充を図るため改正を行うものです。 

  それでは、新旧対照表で説明いたします。 

  新旧対照表をごらんください。 

  第３条本文中「扶養する」を「監護する」に改め、「で、町内に住所を有し、かつ、住民

基本台帳に記載されている者」を削る。 

  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。 

  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。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 大変申しわけないんですけれども、今の参事の説明の中で、自分た

ちが言葉としてなかなか理解できないのが、この扶養という言葉と監護ですか、この内容が

ちょっと私たちが理解しにくくて申しわけないんですけれども、もう少しわかりやすい形の

中で、扶養というのはこういう形です、監護というのはこういう形ですというのを説明して

いただけたらうれしいなと思うんですけれども、よろしくお願いします。 

○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） ただいまの質問ですけれども、監護と扶養の違いですが、

監護とは親権の一部である身上監護権を有すると定義されております。簡単に言いますと、

子供を引き取り、生活を共にし、身の回りを世話する人のことで、子供の養育の権利と義務

が認められております。ただし、仕事の都合や就学及び療養などで別居監護する場合なども

あります。 

  また、扶養とは年齢が幼かったり、老齢、心身の障害、疾病などの理由で自己の労働が困

難で、かつ資産が十分でないため、独立して生計を営めない者の生活を他者が援助すること

ということです。 

  監護という言葉には子供の養育の権利と義務が認められており、扶養はその中の経済的要
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素が大きいので、その一部と考えられます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） なかなか私たち、申しわけないんですけれども、理解できないとい

うのがあるものですから、反対とかそういう意味じゃなくて、僕らは扶養というのは大体、

税務上の話にしても、お金を自分たちが面倒を見てあげているという、自分たちの子供だと

か孫だとか、おじいさんだとかおばあさんだとかに使うのが大体、扶養という言葉を使うと

思うんですよ、扶養家族という形の中で。 

  この監護するというのは、自分たちの血縁のないというんですか、そこら辺になってくる

とわからないんけれども、２親等、３親等じゃないけれども、そういう形を離れた人たちも、

そこの家庭の中で生活の面倒を見ているとかというそういう子供ですね、ですから何と表現

したらいいのかな、言葉というのはなかなか難しいんですけれども、他人様の子供を自分の

家で預かって面倒を見ているとか、そういう子供に対してもこの医療費が使えますよという

ところまでかみ砕いて僕はあるのかなと、自分自体が思っているんだけれども、違いますか、

僕の言葉というのは。 

○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） 他人というのはちょっと、その世帯というのですかね、そ

ういうことだと思うんですけれども、両親とか祖父母とか、そういったところであるとは思

うんですけれども、監護という言葉自体が養育というような言葉になりますので、親権が認

められている方となりますと、その世帯の方がほとんどではないかと思われます。そういう

ことで、全然関係ない方まではちょっといかないとは思うんですけれども、世帯内で親権が

ある方という意味合いということです。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５４分 

 

再開 午後 １時５６分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 
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  ６番、内山議員。 

○６番（内山愼一君） 今の言葉、ちょっとわかりにくかったけれども、私はこういうふうに

解釈します。扶養ということは、今言った経済的なもので面倒を見ている。だけれども、経

済的なものを含めた中じゃなくて、今言ったように住民票がある人じゃなくても、よそへ行

った子供でも自分が世話をしている人は、今度のものに適用になりました。それだけのこと

だと思うんですよ。そういう私は理解をしますけれども、それでよろしいですか。 

○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） そうですね、血縁関係以外、血縁関係がなくても子供を育

てている方というような意味合いだと思うんですけれども。それが監護という意味合いにな

ると思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 12番、理解してくれましたか。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとうございました。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

（「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45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。 

  この際、２時15分まで休憩します。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時１５分 
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○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第４６号 平成３０年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第７ 議案第46号 平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第５

号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました、議案第46号 平成30年度東伊豆町一般会計

補正予算（第５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3,715万2,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額を51億9,838万3,000円とするものであります。 

  歳入の主な内容ですが、算定事務が完了し交付額が決定いたしました普通交付税の増額措

置や、歳出と関連がございます稲取漁港観光案内看板設置工事や津波避難標識設置工事に係

る県補助金や地方債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件御浄財をお寄せいただきましたので、御意向に沿って

有効に活用させていただきます。 

  次に歳出の主な内容ですが、風力発電事業の財源不足を補塡するための特別会計繰出金の

増額や、歳入でも触れました稲取漁港観光案内看板設置工事、津波避難標識設置工事などを

増額しております。 

  また、本年４月の職員人事異動の内容により、全般的に人件費の調整を行いました。 

  必要な財源配分を行った後、余剰財源を財政調整基金へ繰り戻し措置させていただきまし

たので、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（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46号 平成30年度東伊豆町一般

会計補正予算（第５号）について、概要を御説明いたします。 
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  平成30年度東伊豆町の一般会計補正予算（第５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3,715万2,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億9,838万3,000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。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は「第２表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、７ページ、８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。 

  10款１項１目地方交付税、補正前の金額に9,506万円を追加し、11億６万円といたします。

１節地方交付税、細節１普通交付税9,506万円の増は、本算定の終了した普通交付税の交付

決定に基づく増額であります。 

  ９ページ、10ページをごらん願います。 

  14款国庫支出金、２項国庫補助金、６目土木費国庫補助金、補正前の金額から2,475万円

を減額し、3,806万円といたします。１節道路橋梁費補助金、細節１社会資本整備総合交付

金2,475万円の減は、国庫補助金不採択となりました湯ノ沢草崎線のり面対策工事に対する

交付金の減額であります。 

  ７目総務費国庫補助金、補正前の金額に270万円を追加し、418万1,000円といたします。

１節総務費補助金、細節３社会保障・税番号制度システム整備費補助金270万円の増は、歳

出にも計上しておりますマイナンバー関連のシステム改修に対する補助率10分の10の補助金

の増額措置であります。 

  15款県支出金、２項県補助金、６目消防費県補助金、補正前の金額に459万9,000円を追加

し、1,653万4,000円といたします。１節地震対策費補助金、細節２緊急地震・津波対策等交

付金442万4,000円の増は、津波避難標識設置工事及び白田漁港津波対策測量設計業務委託料

に対する交付金の増額措置であります。 

  ９目商工費県補助金、補正前の金額に520万円を追加し、758万5,000円といたします。２

節観光費補助金、細節１観光施設整備事業費補助金520万円の増は、稲取漁港観光案内看板

設置工事に対する県補助金の増額措置であります。 

  13ページ、14ページをごらん願います。 
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  16款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、補正前の金額から174万3,000円を

減額し、6,693万1,000円といたします。１節土地貸付収入、細節２町有地貸付料174万3,000

円の減は、本年度納入予定であった東京電力からの線下補償料について、昨年度前倒しで納

入されたため、減額するものであります。 

  17款１項寄付金、２目民生費寄付金、補正前の金額に３万円を追加し、７万3,000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３万円の増は、伊豆ヘルスケア

株式会社様より、里の朝市でのバザーの収益から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、２項特別会計繰入金、１目風力発電事業特別会計繰入金、補正前の金額から

169万6,000円を減額し、ゼロといたします。１節風力発電事業特別会計繰入金、細節１風力

発電事業特別会計繰入金169万6,000円の減は、風力発電事業特別会計の予算見直しに伴い減

額するものであります。 

  ４目介護保険特別会計繰入金、補正前の金額に878万3,000円を追加し、878万3,000円とい

たします。１節介護保険特別会計繰入金、細節１介護保険特別会計繰入金878万3,000円の増

は、平成29年度分の実績確定に伴う増額措置であります。 

  15ページ、16ページをごらん願います。 

  ３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額から4,968万2,000円を減額し、

２億6,701万9,000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

4,968万2,000円の減は、今回の補正予算における歳入歳出予算調整後の余剰財源を基金へ繰

り戻すため減額するものであります。なお、補正後の財政調整基金残高は、約６億4,000万

円となります。 

  ３目ふるさと納税基金繰入金、補正前の金額に279万7,000円を追加し、9,285万7,000円と

いたします。１節ふるさと納税基金繰入金、細節１ふるさと納税基金繰入金279万7,000円の

増は、若者定住促進住宅取得補助金の増額及び保育補助員の雇人料調整により、差し引き額

を繰り入れするものであります。 

  20款諸収入、４項雑入、１目過年度収入、補正前の金額に184万5,000円を追加し、184万

7,000円といたします。１節民生費過年度収入、細節１後期高齢者事務費負担金過年度返還

金137万4,000円の増は、清算金額確定に伴う増額措置であります。 

  ２目雑入、補正前の金額に80万1,000円を追加し、6,203万4,000円といたします。７節介

護予防事業徴収金、細節１プール利用料170万円の減は、アスド会館プール閉鎖に伴う減額
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措置であります。 

  ９節雑入、細節24地域づくり推進事業助成金180万円の増は、交流・定住促進のための市

町村振興協会からの助成金増額であります。 

  17ページ、18ページをごらん願います。 

  21款１項町債、１目農林水産業債、補正前の金額に500万円を追加し、3,960万円といたし

ます。２節水産業債、細節１稲取漁港整備事業500万円の増は、稲取漁港整備事業地元負担

金増額に伴う起債の増額措置であります。２目土木債、補正前の金額から1,820万円を減額

し、5,770万円といたします。１節土木債、細節１湯ノ沢草崎線のり面対策事業1,820万円の

減は、補助金不採択に伴い減額するものであります。５目商工債、補正前の金額に390万円

を追加し、390万円といたします。１節観光施設整備事業債、細節１稲取漁港観光案内看板

整備事業390万円の増は、当該事業に係る充当率75％の起債の増額であります。 

  19ページ、20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41万8,000円を追加し、

４億7,454万2,000円といたします。事業コード１施設管理事業、11節需用費、細節５修繕料

161万3,000円の増につきましては、消防署の車庫修繕のための増額でございます。事業コー

ド11職員共済事業、４節共済費、細節１共済組合納付金110万9,000円の減につきましては、

追加費用の減に伴う不用額の減額であります。 

  21ページ、22ページをごらん願います。 

  ５目財産管理費、補正前の金額に1,218万8,000円を追加し、6,933万8,000円といたします。

事業コード１庁舎維持管理事業、７節賃金、細節１雇人料180万3,000円の増につきましては、

臨時職員の雇人料不足分を増額するものであります。15節工事請負費、細節１庁舎立体駐車

場非常階段修繕工事983万5,000円の増につきましては、駐車場非常階段２カ所修繕のための

増額措置であります。９目企画費、補正前の金額に1,385万6,000円を追加し、5,627万4,000

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１若

者定住促進住宅取得補助金300万円の増につきましては、本年度の申し込み実績に基づき、

増額措置するものであります。事業コード４地域おこし協力隊事業、１節報酬、細節１地域

おこし協力隊報酬556万1,000円の減につきましては、採用辞退及び中途退任に伴う不用額の

減額であります。14節使用料及び賃借料、細節６建物賃借料134万円の減につきましても、

地域おこし協力隊に係る不用額の減額であります。事業コード12風力発電事業特別会計支援
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事業、28節繰出金、細節１風力発電事業特別会計繰出金1,757万7,000円の増につきましては、

風力発電事業の財源補塡のための増額措置であります。 

  23ページ、24ページをごらん願います。 

  10目自治振興費、補正前の金額に147万6,000円を追加し、3,744万1,000円といたします。

事業コード４自治会活動事業、19節負担金補助及び交付金、細節１自治会活動費助成金100

万円の増につきましては、入谷区公民館の改修工事に対する助成金の増額措置であります。

13目電算費、補正前の金額に270万円を追加し、5,823万6,000円といたします。事業コード

２基幹系システム管理事業、13節委託料、細節１保守管理委託料270万円の増につきまして

は、歳入でも御説明いたしましたマイナンバー関連のシステム改修のための増額であります。

２項徴税費、１目税務総務費、補正前の金額から407万9,000円を減額し、7,811万2,000円と

いたします。事業コード１税務総務事業、23節償還金利子及び割引料、細節１町税過誤納還

付金130万円の増につきましては、今後の不足見込み額を増額するものであります。 

  27ページ、28ページをごらん願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正前の金額に782万円を追加し、

１億3,388万4,000円といたします。事業コード２社会福祉協議会助成事業、19節負担金補助

及び交付金、細節２町社会福祉協議会補助金691万9,000円の増につきましては、社会福祉協

議会の運営支援のための増額措置であります。 

  29ページ、30ページをごらん願います。 

  11目臨時福祉給付金等給付事業助成費、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。事業コード１臨時福祉給付金給付事業、23節償還金利子及び割引料、

細節２臨時福祉給付金給付事務費補助金過年度返還金196万3,000円の増につきましては、平

成28年度分の臨時福祉給付金確定に伴う返還金の増額であります。 

  31ページ、32ページをごらん願います。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額に294万7,000円を追加し、２億

1,213万9,000円といたします。事業コード７子ども医療費助成事業、20節扶助費、細節１子

ども医療費扶助費159万2,000円の増につきましては、対象年齢引き上げに伴う増額でありま

す。 

  33ページ、34ページをごらん願います。 

  ４項１目災害救助費、補正前の金額に110万円を追加し、120万円といたします。事業コー

ド１災害救助事業、20節扶助費、細節１災害見舞金110万円の増につきましては、８月４日
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に発生した奈良本地区の火災に対する見舞金の増額であります。 

  37ページ、38ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、３項水産業費、２目水産業振興費、補正前の金額に1,250万円を追加

し、１億6,286万2,000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13伊豆漁協稲取支所漁業振興事業補助金1,250万円の増につきましては、伊豆漁

協稲取支所との覚書に基づく、当該補助金の増額措置であります。４目漁港建設費、補正前

の金額に615万5,000円を追加し、4,373万4,000円といたします。事業コード１漁港整備事業、

19節負担金補助及び交付金、細節１稲取漁港整備事業地元負担金290万6,000円の増につきま

しては、県営事業の事業費増額に基づく増額措置であります。事業コード２稲取漁港修景整

備事業、15節工事請負費、細節１稲取漁港道路安全対策工事324万9,000円の増につきまして

は、庁舎海側の漁港道路区画線改良のため増額するものであります。 

  39ページ、40ページをごらん願います。 

  ６款１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額に715万円を追加し、3,370万5,000円と

いたします。事業コード１商工振興事業、19節負担金補助及び交付金、細節１商工会補助金

500万円の増につきましては、プレミアムつき地域商品券発行事業に対し補助するものであ

ります。細節４リフォーム振興事業補助金200万円の増につきましては、本年度の申込実績

に基づき、増額措置するものであります。３目観光費、補正前の金額に1,983万6,000円を追

加し、１億3,789万1,000円といたします。事業コード１地域観光振興対策事業、11節需用費、

細節11誘客宣伝特別対策諸費137万円の増につきましては、静岡県市町村振興協会からの助

成金を活用し、ロケ支援や首都圏でのキャンペーンを行うため、増額するものであります。

19節負担金補助及び交付金、細節１町観光協会補助金350万円の増につきましては、御朱印

さんぽ事業や、雛のつるし飾りでの無料休憩所運営費等に係る増額措置であります。 

  41ページ、42ページをごらん願います。 

  事業コード４観光施設維持管理事業、11節需用費、細節５修繕料100万円の増につきまし

ては、観光施設の修繕箇所増加に伴う増額措置であります。15節工事請負費、細節３細野高

原イベント広場遊歩道改修工事103万円の増につきましては、イベント広場周辺の階段改修

のための増額であります。事業コード６観光施設整備事業、15節工事請負費、細節１稲取漁

港観光案内看板設置工事1,045万3,000円の増につきましては、直売所及び朝市の道路標識と、

直売所内の観光案内看板設置のための増額であります。 

  43ページ、44ページをごらん願います。 
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  ７款土木費、２項道路橋梁費、３目道路新設改良費、補正前の金額から4,800万円を減額

し、１億2,152万7,000円といたします。事業コード１道路新設改良事業、15節工事請負費、

細節１湯ノ沢草崎線のり面対策工事4,800万円の減につきましては、歳入でも御説明いたし

ました補助金不採択に伴う減額措置であります。 

  45ページ、46ページをごらん願います。 

  ５項住宅費、１目住宅管理費、補正前の金額に100万円を追加し、948万9,000円といたし

ます。事業コード１町営住宅維持管理事業、11節需用費、細節５修繕料100万円の増につき

ましては、町営住宅の修繕箇所増加に伴う増額措置であります。８款１項消防費、４目防災

対策費、補正前の金額に302万円を追加し、3,563万7,000円といたします。 

  47ページ、48ページをごらん願います。 

  事業コード７防災施設等整備事業、15節工事請負費、細節１津波避難標識設置工事205万

9,000円の増につきましては、庁舎海側と直売所駐車場への津波避難標識設置のための増額

措置であります。 

  51ページ、52ページをごらん願います。 

  ９款教育費、４項１目幼稚園費、補正前の金額に88万1,000円を追加し、8,945万1,000円

といたします。事業コード２稲取幼稚園運営事業、７節賃金、細節１雇人料112万5,000円の

減につきましては、人員配置確定による調整減であります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６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、ただいま御説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額51億6,123万1,000円に、3,715万2,000円を追加いたしまし

て、51億9,838万3,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額51億6,123万1,000円に、3,715万2,000円を追加いたしまし

て、51億9,838万3,000円といたします。 

  次に補正額の財源内訳ですが、特定財源は、国県支出金が1,205万4,000円の減、地方債が

930万円の減、その他財源は437万9,000円の増、一般財源を5,412万7,000円といたします。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  ８番、須佐議員。 

○８番（須佐 衛君） 何点かお伺いしたいことがあります。 
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  歳出のところですけれども、22ページになりますね。第２款総務費の９目企画費です。若

者定住促進住宅取得補助金という、この実績に関して上半期、実績というのはどのぐらいあ

ったのかということでお伺いしたいと思います。 

  また、その下の、地域おこし協力隊事業、こちらのほうが採用が辞退とか、中途退任とい

うことが書いてあります。お聞きしましたけれども、もう少し詳しくお聞きできるかと思い

ます。 

  それから、38ページ、５款の農林水産業費で、鳥獣害対策事業補助金ということで、こち

らは農地に係ってくる補助金ということだと思うんですけれども、よく町民の方から聞かれ

るのが、やっぱり家庭菜園等でやっているところも被害があるんだけれどもという話があり

ます。そういうものに対しては、こういう補助金とかというものは使えるのかどうか。また、

使えない場合は、例えばどういう対策があるのかというようなことを、ちょっとお聞きした

いと思います。 

  それから、40ページの６款商工費に関しまして、３目観光費ですけれども、誘客宣伝特別

対策諸費というのがございました。これが具体的にどういう形のものが利用されているのか

ということをお聞きしたいのと、その下、インバウンド対策事業補助金、これについても内

容をお聞かせ願いたいなと思います。 

  ちょっと多岐にわたりますけれども、よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 交流・定住促進事業のうち、若者定住促進住宅取得費の内訳

ですけれども、８月15日現在なんですけれども、執行済みが400万、これが４件ございまし

た。それから、今後の予定額がやはり４件ありまして、それが470万円ということで、870万

円なんですけれども、その後の見込みを230万見越しまして、総額1,100万円になるような予

算を調整させていただいております。 

  それから、地域おこし協力隊の関係ですけれども、今年の当初に２人採用する予定でした。

１人はトラベルヘルパーのお手伝いをする方、もう１人はロケ支援のほうで働いていただく

つもりでしたんですけれども、１回内諾はいただいたんですが、双方とも御自身の仕事の都

合がつかないということで、残念ながらこちらに来ていただくことはできませんでした。そ

れから、途中で退任しましたのでは、一昨年、こちらに来ましたカマタという観光を担当し

ていた者なんですけれども、彼はブラジルのほうへ移住しまして、向こうで継続可能なプロ

ダクトに参加するということで、こちらは発展的解消ということで辞されましたので、温か
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く見守ったというところでございます。 

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） それでは鳥獣害対策事業についての御質問ですので、こちら

については柵の補助金ということで、個人の方についても電気柵、メッシュ等々使えますの

で、そういう御理解でお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） ２点についてお答えします。 

  まず、誘客宣伝特別対策諸費の内容でございますが、これにつきましては、ロケ支援に必

要な食事代ですとか、あとはマスコミに取材に来ていただいた場合、あとは観光商工課等で

観光キャンペーンに出かけていったときに、出かけ先で場所を借りるようなことがあります

ので、そういったところへの土産代等として40万円。 

  さらに、台東区の御協力を得まして、浅草のほうで展開する予定のアンテナショップ事業

がございますが、その際の抽選会の景品代ですとか、さらには、二子玉川の玉川高島屋にお

けるキャンペーン実施時に配布予定の、稲取産カーネーション代6,000本分ですとか、あと

はインスタグラムを活用した情報発信に関する商品代等を今回補正させていただいておりま

す。ちなみに、浅草及び二子玉川での事業に関する経費については、静岡県の市町村振興協

会から10分の10の助成金をいただく予定となっております。 

  次に、インバウンド等対策事業補助金についての内容でございますが、これについては、

台湾で実施する事業となります。内容につきましては、台湾の旅行会社の商談会開催事業に

65万円ということで、台湾において、町の観光協会がゴルフコンペを主宰する費用及び観光

会社との商談会・交流会を開催するための費用となっております。ゴルフのスポンサー代、

そのほかにはお土産代ですとか、あとはバスの借り上げ料、通訳に関する経費などが含まれ

ております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ８番、須佐議員。 

○８番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  今、最後のインバウンド対策事業ということで、これはその台湾に行ってという話を聞い

たわけなんですけれども、やはり近年、インバウンドのお客さんも、徐々にですけれども増

えてきている感じがします。この町に来たときに、案内ですとかそういったものが十分足り
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ているのかどうか。その辺のところの検証というのはされていますか。 

○議長（飯田桂司君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） ちょっと今回の補正予算と直接関係がないものですので、詳

細な資料等はございませんが、今のところ、実際にインバウンドについては、昨年若干人数

を減らしていますが、全体の傾向としては、当町についても増える傾向にございます。 

  ただ、現在の当町におけるインバウンドの旅行形態というのが、ちょっと街歩きをしたり

ですとか、電車で来て、電車の駅から観光地まで歩いていくというような旅行形態ではない

ものですから、今現在においては、今回も予算を盛ってありますけれども、町が施工するよ

うな観光案内については、３カ国語程度の看板を設置するようにはしておりますが、それ以

外の、従来からあるものについては、まだまだちょっと多言語化はされていないというよう

な状況でございます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑はありますか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） まずは、歳入の地方交付税ですけれども、今回交付税がこれだけ増

額されるということで、大変この補正予算も楽に組めたのかなというふうに思うんですけれ

ども、この辺の要因についてはどういうふうにお考えか、まず１点お伺いしておきたいと思

います。 

  ２つ目に、22ページの立体駐車場の非常階段工事ということなんですけれども、この改修

をする趣旨というものは、消防法に基づく改修なのか、また老朽化もありますけれども、避

難所等の関係でいくと、避難ビル的な形で非常階段を活用するというようなことが含まれて

いるのか、その辺の改修についてのまず取り扱いの趣旨をお伺いしたいと思います。 

  ３点目に、24ページですけれども、被災地支援ということで、先ほど私一般質問した件か

な。ただ、こういう形で被災者支援という形で、被災者支援事業補助金ということを出すと、

じゃ、ほかで被災者事業についてやっている方々も、被災者ということで、俺たちもじゃ補

助してくれという形にもなってくる。補助金の問題というのは、そういうものがこれに含ま

れているんだと思うんです。私は、単なるイベントという形であれば、その辺は一定のコミ

ュニティーイベントとか、いろんな形のイベントの中で、対応するのかなというふうに思っ

たんですけれども、今度、逆に、こういう被災地支援事業補助金という形になると、これは

逆にほかのそういうことをやっている方もいらっしゃいます。そういう方々が、補助金をち

ょうだいという話をしてきた場合というのは、これはどういうふうに対応されるのかなとい
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うことと、私はただ、ちょっとこの辺は適切ではないんじゃないかなというふうに、計上に

ついては思っています。 

  次に、水産振興事業の部分ですけれども、僕は、町長、この1,250万については、38ペー

ジね、これは町長、すごく僕、この補正予算書を見たときに、はっきり言って、何だかもう

町にだまされたような感じがしたですよ。というのは、町長、2,600万、６月の段階で補正

したじゃないですか。確かに、役場庁舎の問題もあったり、駐車場の関係があって、漁協と、

ここへやっぱり海岸空地であるここに、役場を建てたり、駐車場をあれするということの中

で、漁協といろんな約束や取り決めもあったんで、それはそれだというふうに思っていたん

ですよ。ただ、それは一定、そういう部分について、何のそこに漁協に補償金を出してきた

わけじゃないから、多少、信用部の土地を買えたりとか、いろんなことがありましたけれど

も、一応約束されたものの中であった。 

  そこへ来て、全員協議会でも、この1,250万については話があった。覚書があるからとい

う話だった。もうそれで終わりだろうと思っていたんですよ、僕は。だけれども、補正予算

書をもらったら、結局やっぱり周辺整備は、看板をつくったり、白線塗ったり何だかんだと

いう形で、またぼよんと、本当に1,000万越えるぐらいのボリュームのものが出てくる。だ

ったら、最初からこの1,250万円の話のときに、やっぱり伊豆漁協がやるんだけれども、こ

の支援事業については、こういう感じの形になるんだと。この分はこうだというような、一

括してやっぱりちゃんと説明をすべきだったんじゃないかと思うんですよ。本当に何か、町

にだまされたみたいな感じで、やっぱり私は感じたんですよ。 

やっぱり本当にこんなに2,600万出して、今度は1,250万出して、こういう形で看板から防

災から何からと、また事業が出てくるというふうな形で、だらだらお金を支出していくとい

うやり方、またその説明のあり方についても、私は本当に問題があるんじゃないかというふ

うに思っていますけれども、いかがですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点、イベントから、被災地支援。これは確かにいろんなところ

があった場合、また町はどう対応するか。果たしてこの名称がいいのかどうかということも

思います。とにかく、彼らはもう当初から福島の子供たちを何とかして元気づけたい、やり

たいという中で、今回は今まで何回も言ったように商工会の青年部が助成していったけれど

も、商工会の青年部のほうからももう脱退したもので、何とかこれに対して助成してくれと

来ました。そういう中で支援者の歳入歳出の、今回の予算書を見せていただいた中で、復興
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支援の中で、一応いろいろイベントがあって、復興支援の中でやっぱり福島からこの町へ招

待したい。招待した中で元気づけたいというような、交通費的なものと、さらには、あと向

こうのほうの保育園から、南相馬市の保育園のほう、ある程度、水と音楽支援しているもの

で、その40万円というものは、やっぱり町としても見てやらなきゃならない。やっぱりこの

８年間一生懸命やった中に、今回とめるのはいかがなものかという中で、今回はやったけれ

ども、来年再来年はまたどうなるかわかりませんけれども、基本的はずっと継続していく中

で、やっぱりある程度継続性の中で、やっぱりある程度、今回やっぱり福島の子供たちも大

分来ることに対して勇気づけられるということも聞いておりますし、その辺に関しましても、

交通費、あくまで40万円は相手方にやるのじゃなくて、その交通費とかそういうものに使用

するのものだとは理解していただきたいと考えております。 

  あと、またそういうところまでやってあるところがあれば、それは当然検討しなければな

らないと考えております。そういうのがどのような形でやっていく。私が知っている限りは

このいつものグッディーのダンスイベントのときに、私も参加して、福島の子供たちが来て

いる。町からも一応、よく来ましたという中でいろんな返礼品もある程度渡しております。

これはあくまでも福島の南相馬市の方たちがこちらへ来る交通費、そういうふうに解釈して

いただきたいと思いますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  次に、この稲取の修景、だまされたという。確かにそういう中で、１つは、2,600万やっ

て、あとこの1,250万円というのは、やっぱり当初の覚書の中で稲取漁協の、やっぱりある

程度、この預かり金ですね、1,250万はやっぱり使いたいときは、一応町は預かりだからお

返しするという中で、今回補正予算させていただきました。 

その中に案内看板とかいろいろありますけれども、これは基本的にはそこができた、港の

朝市全体の、あと稲取漁港全体の修景施設の中の一環として考えていただければ、私は大変

ありがたいと思います。要するに、これがないと、私も案内看板が必要ないかわかりません、

これからのまちづくりにおいて、やっぱり導入する、そういう中でやっぱり港の朝市に来る

人もいます。やっぱりそういう方には津波避難看板も必要、そして今度は、今までは確かに

これは口コミでやった中で、港の朝市は多くなっています。やっぱり、それを看板を立てた

中でこれを町の中に誘客したい。そういう中で、私はだましている心はありませんけれども、

もしかしてそういうイメージを与えたならば、それは申しわけないと言わざるを得ないとい

う状況でございます。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 
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○総務課長（梅原裕一君） それでは、普通交付税の関係について御説明させていただきます。

今回の普通交付税の本算定につきましては、10億2,506万円が交付決定額でありまして、当

初の予算額が９億3,000万円ということで、今回の補正が9,506万円でございます。 

  これについては、対前年比1,139万5,000円の減ということで、前年と比べて、ほぼ横ばい

というか、ほとんど同額でございます。ただ、この普通交付税の試算というのは、山田議員

も御承知のことと思いますけれども、3,000から4,000項目あって、それを全て数字を当ては

めて試算をするということで、予測が非常に不可能でありまして、県のほうからも、絶対に

予算割れのないようにということはもう常々言われておりまして、ある程度予算を、この辺

が余裕を持って見るというふうな指導を受けているところでございます。 

  一つ一つの項目を見ますと、基準財政収入額の中で、当町の固定資産税の家屋の評価替え

に伴う調定減ということで、基準財政収入額が減ということは交付税が増になるということ

で、そこの部分が非常に大きな、2,000万円ほど増額理由になった部分でございます。 

  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） 庁舎の立体駐車場の非常階段の修繕ですけれども、お見込み

のとおり、現在老朽化で避難階段として機能しておりませんし、この間、お約束したとおり

海辺にいる方の避難タワーとしての役割を果たすための修繕ということで、御理解いただき

たいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 交付税についていえば、項目もありますけれども、国のほうはそれ

に幾つもの補正係数を掛けるから、なかなか算出が厳しいというふうには理解していますけ

れども、評価替えが非常に評価減ということで、固定資産税のやっぱり減というのは、東伊

豆町にとっては非常に、恐らく土地だけではなくて、施設の老朽化等に伴い、建物の部分も

ありますから、そういうものがあっての影響かなということで、今後もまたこういう部分で

いうと、評価というものは下がっていくのかなというふうに、今のお話を聞いて思いました。 

  次に、庁舎の駐車場階段ですけれども、避難階段として利用する場合、今までは普通に階

段としてあったわけなんですけれども、逆に、一般的にただ開放していた場合ということは、

また誰か上っていくとかいうような問題があるんだと思うんで、また、それで、確かつくっ

たときは何もなかったんだけれども、その後やっぱり入り口のところを閉めたり、ロープを

張ったりとかいろんな形があったと思うんですけれども、今後、避難階段として活用すると
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いう場合には、階段の整備の中で、どういう工夫や対応がされていくのか、この予算の中で

どのようにその辺が図られているのかなということをお聞きしたい。 

  本当は、私は次に、被災地支援で町長が言っているところもあるんだけれども、何か、も

う先ほど一般質問を聞いていても、町長が一生懸命いろんな形で決算書や何かを見て、説明

するさまを見ると、多分よくこれは考えたほうがいい、年度途中で支出する補助金について、

やっぱり僕は町長の思いだけじゃなくて、よく検討しないと、やっぱりいけない部分がある

と思いますよ。町長は、それは話を聞いた、その思いに応えて一生懸命やっているから何と

かしたい。それはわかる。僕は町長の思いとしてはそうであったとしても、やっぱり町の財

源支出するということで見ると、本当にそれが適切かどうかということについては、もっと

やっぱり慎重にやっていかないと、特にこういう形で、被災地支援事業なんて形で、新しい

補助金制度をつくるような形までなってやるというところは、私はいかがなものかなという

ふうに思います。 

  最後に、漁協の支援問題で、町長、やっぱり1,250万円の話は全協であったわけですよ。

1,250万円で、僕らはそれではっきり言って、もうそこの段階で話がないから、漁協の関係

の直売所関連の事業というのは、もうそれだけなのかなというふうに思ったんですよ。そも

そも、2,600万の後、またこういう1,250万が出てくるとも、はっきり言って思いませんでし

た。1,250万という補助が出て、補正予算を見たら、関連事業がまだあるじゃないかと。こ

ういう提出の仕方というのは、やっぱりいかがなものかなと。一括して関連だった、じゃな

ぜ、この1,250万については、こういう覚書があるから、こういう形なんだけれども、関連

して、この程度のものを予算措置するんだって、何であのときに、一緒にそういう点で、議

員にもやっぱり諮られなかったのかなと。小出しにされて、2,600万来て、今度は1,250万が

来て、補正予算を見たら、そのほかの事業が山盛りにあると、こんな形では、本当に漁協の

支援はどうなっていくんだと。まだまだ出てくるんじゃないかというふうな部分も含めて、

本当にそんなに町は財政豊かなのかなというふうに思いたくなる。本当にその対応はやっぱ

り私は適切ではないと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず階段の関係、これは基本的には開放しなければいけないと思って

います。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） ２階部分はね。一応避難階段がありますよね。それは当然屋上までは
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行っていますが、それに対しましては、当然開放しなければ意味がありませんもので、それ

は開放していきたい、そういう考えでございます。 

  次に、被災地、福島県、これは本当に、名目がなかったものでこういう名目にした、これ

が果たしていいことかわかりません。ただ、そういう中でやっぱりこの10年間、そのダンス

でやったのはもう８年の中で、８年連続してこの福島の支援をやっている。そういう中でや

っぱり福島の子供たちもこっちへ来るのを楽しみにしている。確かに私個人の見解かもしれ

ない。やっぱり福島に何かしらのそういう応援メッセージを送りたい。これがさっき言った

ように40万直接向こうにやるならば、それはまた話が違いますけれども、今回はその子供た

ちが東伊豆町に来た中で、その思い出をつくって、ある程度の心の糧にしていきたい、そう

いう中でやっておりますもので、これは、確かに思い入れが、やっぱり今まで８年間やった

中で、子供たちが本当に喜んでいるという中で、やっぱり町といたしましても、その子供た

ちの夢は、福島の子供たちの夢、かなえさせてやりたいなということの中で、今回補正予算、

させていただきました。 

  これがいつまでも続くかというと、それはやっぱり期限を切らなければ、未来永久これを

やっていてもいかがなものかと考えておりますもので、その辺はやっぱり今現状ないし今年

もこっちへ来るんだというそういう喜びがある中で、また今回、商工会の青年部が助成する

と考えていた中で、やっぱりその後にこれを聞いたもので、今回補正させていただきました

が、その時期がこれが果たしていいのかどうなのか、それは、確かに言われているとおりで

ございます。そういう思い、私の思いじゃなくて、やっぱり彼らの福島を何とかしたいとい

う思い、これを引き受け入れてもらいたい、そういう気持ちでございます。 

  次に、漁協関係、確かに、そういう不信感を抱かせたのは確かに行政、ちょっとまずかっ

た、それは反省いたします。しかしながら、基本的にこの建てるときにはいろいろ周辺整備、

案内看板等を行いますということは言っておりました。言った記憶がございます。そういう

中で、今回は1,250万の中で議会の皆様方は、これは終わるのかなと思ったんですけれども、

基本的には、町といたしましては、町の業務として、来た人の安全、津波、または町の観光

に対する看板をやりますもんで、その点は御理解願いたいと思いますし、本当、この他にだ

らだら、またやるんじゃないかという、また議会の皆さんの心配もありますけれども、直売

所とかそういうこの施設に関しては、この漁協全体に対するまちづくりに関しては、またや

っていくと思いますが、その直売所に関しての支出に対しても、自分はこれが最後だとも考

えておりますし、これ以上だらだらしたら、本当に皆さん方に、何をやっているとお叱りを
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受けてもしようがないと思いますし、今までの議会の説明の仕方、これちょっと皆さんに不

信を抱かせたのはまずかったなと反省はしている次第でございます。 

  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） 先ほどの庁舎横の駐車場の階段の件ですけれども、２階部分

につきましては公用車の駐車場になっておりますので、そこだけは入れないように措置しよ

うと思っております。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

  ６番、内山議員。 

○６番（内山愼一君） 私、24ページの、今、山田議員の関連の質問だけれども、被災地の支

援事業40万、答えはイエス、ノーで答えてくれれば結構です。私の受け取り方というのは、

この被災地支援のものは40万円、そのうちの福島のほうのお水を10万円、それから、義援金

が20万円、それから、福島へ来る皆さんが、そういう皆さんの旅費だとかそういうものの費

用が10万円で、全部で40万。だから、今、ＮＰＯを通じてやるということだけれども、私は

ＮＰＯの法人にこれが、見合いというか、お金が入らないと思うんですよ。そういうことで

受け取っているんだけれども、それについてイエスかノーかでまず答えてもらいたいことが

１つ。 

  それからもう一点は、38ページの水産振興事業、それの1,250万円、これについては、私

はこの補助金を出すということについては、先ほど町長が言ったように、これは町が、財産

区の処分に対する覚書ということで、漁協と紳士協定を結んだ中で、有線放送のところにあ

る土地、稲取財産区で管理していた土地を売却したとき、これについては、一応町長が言っ

たように預かり金というか、町とすれば今度漁協が何かやるときに、必要なときにお金を出

すということで、預かっているというようなことの受け取り方、町長はしていましたけれど

も、私もそういう受け取り方をしているわけですけれども、そういう紳士協定の中で、何か

振興策があるときは、町が一応会計に入れたものを補助金で出すというようなことを協定し

てあるということの中で、予算は盛ってあるのかどうか、その辺のことについても同じよう

にイエスかノーかでお答えください。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） １、２点ともイエスでございます。 

  以上です。 
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○議長（飯田桂司君） ６番、内山議員。 

○６番（内山愼一君） それでは、２点の関係についてイエスということですね。 

  はい、わかりました。 

○議長（飯田桂司君） ほかにございますか。 

（発言する人なし） 

○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。 

（「議長、14番」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 修正動議を出したいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０５分 

 

再開 午後 ３時０６分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  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、書類の確認及び配付を行うため、暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０６分 

 

再開 午後 ３時１５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  議案第46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、成立しました。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。 
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（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 議案第46号 平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号）に対

する修正動議について、朗読をもって説明と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９月11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 山田直志。 

  賛成者、東伊豆町議会議員 稲葉義仁 栗原京子 笠井政明。 

  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40万円を削除し、５

款農林水産業費、３項水産業費、２目水産振興費2,500万円を減額する。40万円の減額につ

いては、ＮＰＯ法人が有料で行っている事業への支出であり、手続内容において、町が支援

する事業ではないと考えます。また、250万円の減額については、伊豆漁協稲取支所漁業振

興事業補助金が、過去の覚書に基づいた支出という根拠はあるものの、伊豆漁協直売所整備

にかかわる補助である。 

  よって、今回の補正には本来伊豆漁協が整備負担すべき事業も含まれていることから補助

金の一部を関連事業に充当すべきものあると思います。 

  特に、40万円につきましては、100％だめというよりも、朝の、私は一般質問、先ほどの

質疑、また、６番の質疑等で聞いていても、どうも説明の内容がかなり一転二転しているの

かなという点もあるので、一旦これは削除した上で必要な点について整理して検討していた

だく必要が、特にあると考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） これより14番、山田議員提出の修正案に対する質疑に入ります。これ

は討論ではなく、修正案に対する質疑ですので御注意ください。質疑はありませんか。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） ただいま修正動議が出された内容につきましてですけれども、24ペ

ージの40万円、このことにつきましても、山田議員よりも一般質問の中で議論されて、私た

ちも聞いておったわけでございますけれども、やはり、一つの町がやるべき役目というもの

も、私は災害復旧という形の中では大事なことではないのかなと、それを代行するという形

まではいかないにしても、それに同じように、やはり地域の人たちが災害復旧、そういう形
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の中でも、自分たちも支援していこうという、そういう活動については、私はやはり、町と

してもサポートしていかなければならないのではないのかなという気持ちがございますから、

賛成はさせていただきたいと思います。 

  それから、あと、38ページです。水産事業の復興事業費の1,250万円、これについての修

正動議が出ているわけなんですけれども、この金額の内容には、やはり漁業会との町との取

り交わした覚書書というのがありまして、そういう中を、やはり町としてもしっかりと、漁

業会との関係上守っていかなければならない。そういう感じの中でいけば、やはり私はこの

金額の、予算の執行の仕方は妥当ではないかなと、そう思いますものですから賛成をさせて

いただきたいんですけれども、ちょっとごめんなさい、そこら辺については私は今賛成論の

中で言ったんですけれども、今、質疑としては、山田議員にはそういう関係の中の流れがあ

るんだけれども、なぜこのような修正動議が出されたのかを質問していきたい。 

  よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 修正動議について、いろいろな数字の問題を含めて悩む点もたくさ

んありました。ただ、今日の私、町長の質疑を聞いていましても、特別、賛助金だと言って

みたり、先ほどの私の質疑に対しては、これは向こうから被災地の子供を呼ぶ交通費だと言

ってみたり、その後また６番に対しては、これは支援費だというふうに言ってみたり、この

やっぱり40万円の支援すべき内容というのが、今日一日の町長の答弁を聞いても、本当に確

定していないんじゃないかと、そういう点では、やっぱり再考してほしいなと。 

  100％こういうものを１円も出しちゃいけないということではなくて、一日の答弁の中で

こうやってくるくる変わるような補助金の出し方なんていうのは、特にやっぱり、検討すべ

きものがあると私は思います。 

  ２つ目の、1,250万円の問題ですけれども、私も、2,600万円の前回の漁協への支援補助金

についてもそういうふうに思っていますし、漁協との間で結ばれた合意や協定、いろんな形

のものは、確かに重んじるべきものがあるというふうには思います。 

  ただ、先ほど町長に私が質問したように、1,250万円が1,250万円だけでなくて、そのほか

周辺のものを入れると、相当の金額の支援が必要になっているわけであります。そういう点

を考えると、その時点で、しっかりと総合的に検討されれば、その時点でもう少し変更され

る点もあったのではないかというふうに思いますけれども、そういう機会がありませんでし

た。そういう点で今回、修正というものに至ったわけですけれども、この覚書においては、
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漁業振興に充てるということでございます。今回、その漁業振興について町長におかれまし

ても、伊豆漁協の水産物直売所の漁業振興所を充てるんだと。まして私はこの250万円の減

額修正についていえば、その漁協がやる直売所の看板、その一般財源の部分に充当するよう

な意味合いで、この減額を皆さんに提案しているわけです。 

  当然、事業が、細かい意味で看板が一様のものでありません。同一看板を10個立てるから、

５個が朝市用で、５個が漁協の直売所だと、こういうふうにはなっていません。形も内容も

あります。当然、予算ですから、執行後当然充当されるべきものについて、それが多過ぎれ

ば、当然それについては金額はその段階で修正されるという中身を持った、柔軟に対応して

よいものだというふうに私は考えています。 

  しかし、本来の漁協が看板をつくっていくという点が基本あるわけで、それに対してもう

既に県の観光施設整備事業で補助金の充当もして、町でも支援をしているわけですから、そ

の程度のことについては、漁協で対応していただいてもこの漁業振興の大枠から外れるもの

ではない、そういうふうに考えます。 

○議長（飯田桂司君） 質疑ありませんか。 

  ６番、内山議員。 

○６番（内山愼一君） 私、先ほど当局側に説明を求めたように、40万円については、今の提

案者も金額がどうかということの話でしたけれども、私は、実際に40万円というものについ

ては、ＮＰＯに実入りがある、ないかということの判断をすると、これは継続して今までや

っていたものについて、たまたま機会があったから、町とすればそれに乗っかってやってい

るような格好のことであるし、そういう点では、今後、彼らが続けていく上で、同じような

支援をしていくためであれば、重要なのかなという感というのは持っていますけれども、そ

の辺のことは提案者がどういうふうに認識しているのかどうか。 

  それともう一点、水産加工所の関係ですけれども、先ほど、私も当局側に質問したように、

1,250万円ということについては、平成23年のとき、有線放送のところを売却したときに漁

協と紳士協定で、振興事業があったときは、漁協に補助金として出しますよということの話

なんです。そういう意味で、その1,250万円の250万円を減額する根拠というようなことがな

いと思うんです。だからもし、逆に、今、山田議員が言ったように、ほかの看板だとかそう

いうものを減額するということであれば、観光の整備事業だとかあるいは農水のほうの何か

で港湾の道路の整備事業とか、そういう看板の事業だとか、そういうものの中で削っていく

ことが本質かなと思います。 
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  そういう点で、私はこの動議の中の意図というか、そういうものがちょっとわからないも

ので、その辺のところを説明してもらいたいと思っています。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 私、今日一日、この40万円の部分の町長の答弁を聞いていて、確か

に、一時的に思ったのは、被災地の子供を呼ぶという要素があれば、その部分においては、

賛同できる中身もあるのかなというふうにも思ったりもしました。しかし、最初の段階で、

特別協賛金が20万円だとか、先ほど内山議員の答弁にも、義援金という形で20万円が入って

いるといったら、もうそうだと、こういう話になってくると、一体、この40万円の支出とい

うのは何に充てて支出されるのかというのが、この一日の議会の中にいても、本当にわから

ない状況になっているわけで。ですから、私は１回これは整理していただいて、もう一回ち

ゃんと根拠立てをしていただいて、提出していただければいいんじゃないかと思います。 

  ２つ目の、漁協の直売所の問題でいえば、内山さんが後段言われましたように、私も、だ

から、この1,250万円、また周辺整備が全体として提案をされてくれば、いや、ここのとこ

ろについてはもっとこうじゃないかというような議論も、議会の中でもできたんだろうと思

います。しかし、残念ながらそういう提案がなされてこなかったという点で考えてみますと、

せめて、はっきりしていることでいえば、この看板の一部について、漁協に負担をお願いす

るという形の中で対応する程度のことについては御理解いただけるのではないか。これは大

筋で漁業、漁協振興ということの大枠の中からは外れていない、なおかつ対応ではないかと

いうふうに私は判断しておりますので、そのように提案をしているところです。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑はありませんか。 

（発言する人なし） 

○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。討論の順序につきましては、原案に賛成する者、次に原案及び

修正案の両案に反対する者、最後に修正案に賛成する者の順に行います。 

  まずは、原案に賛成する者の発言を求めます。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 私は、やはり先ほどの山田直志さんに質問した内容のごとくに、自

分たちもこの修正動議という形の提出については、今いただいたという形の中で、自分とし

たら、この動議の内容についての理解が非常にこう、読み砕くという時間がなくて、質問の

内容がちょっと違ったりするようなところがあったかなと思うんですけれども、やはり、先
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ほどの山田直志さんに対した質問と同じように、やはり町のやるべき仕事というものをしっ

かりとしていかなければならない、そういう観点の中から、やはりこの原案には賛成をして

いきたいと思っていますし、1,250万円という、これはあくまでも金額が、私の感じからい

けば土地売払い代金、財産を処分したその用地の代金を、もし先ほどの覚書の内容の場合で

すけれども、稲取の財産区の、その財産処分についての覚書が漁業会と取り交わされている

と、私は思うわけでございます。 

  ですから、1,250万円というものについては、やはり全額そのとおりに漁業振興としてや

っていく、これが今まで先人の人たちが考えた漁業振興だと私は信じておりますから、原案

について賛成は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、原案及び修正案の両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） 次に、修正案に賛成する者の発言を許します。 

  １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） 私は、この修正案に対して賛成をさせていただきます。 

  まず、先ほどからあります被災地支援の40万円に関してです。これは、私、当委員会のほ

うでも内訳を聞かせていただきましたが、20万円が被災地義援金ということで、10万円が交

通費、10万円が水等の支援というふうにお伺いをしたと思っております。全てにおいて私は

これはだめだということではございません。被災地支援、これは大いに必要なものだと思い

ますが、内容をその福島の被災地支援だけにするというのもいかがかなというところがござ

います。 

  今は西日本、あとは北海道も熊本もありますので、町が出す義援金というところでありま

すと、まず40万円を一度なしにして、再度検討すべき部分があると思いますので、今回は減

額させていただきたいと思います。 

  また、漁業会の1,250万円の250万円の減額についてでございますが、こちらは先ほどから

議論になっておりますが、覚書があり、1,250万円は預かり金の支出であるということは私

重々わかっております。ただ、やはり周辺整備の道路看板、漁協が事業主でありますので、

一般の企業で考えてみますと、一般の企業が何かやったときに道路に看板を立てるというの

は、当然、企業さんたちが自分たちで立てるものでございます。 

  一部、漁業振興、この稲取のまちの振興という部分を含めますと、全てにおいては反対は

できないなと私は思っております。じゃ、この250万円の減額についてという根拠ですけれ
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ども、1,000万円観光看板にかかるということで、県から50％、500万円程度来ます。町の持

ち出しが、やはり500万円のうちの半分、250万円、こちらを漁協さんのほうに御負担をいた

だきたい。1,250万円を支払ってからいただくというよりかは、ここで減額をさせていただ

いて、このように修正を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） ほかに討論はありませんか。 

（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46号 平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第５号）についてを採決し

ます。 

この採決は起立によって行います。 

採決はまず、本案に対する修正案についての採決を行います。採決後、賛成多数の場合は、

次に修正議決した部分を除く原案についての採決を行います。賛成少数の場合は、次に、原

案に対する採決を行いますので、お間違いのないようにしてください。 

  それでは採決を行います。まず、本案に対する修正案について、起立によって採決します。 

  本修正案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 起立少数です。よって、修正議決した部分を除く部分については否決

されました。 

（「議長、暫時休憩」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩。 

 

休憩 午後 ３時３６分 

 

再開 午後 ３時３６分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  起立少数です。よって、修正案は否決されました。 

  次に、原案について採決いたします。 

  原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３７分 

 

再開 午後 ３時３８分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  この際、３時55分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３８分 

 

再開 午後 ３時５４分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 付帯決議を提出したいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時５５分 

 

再開 午後 ３時５５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎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、14番、山田議員から発議第５号 議案第46
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号平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第５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。御異議ありませんか。 

（「ちょっと休憩」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩。 

 

休憩 午後 ３時５６分 

 

再開 午後 ３時５６分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  異議なしと認めます。したがって、発議第５号 議案第46号平成30年度東伊豆町一般会計

補正予算（第５号）に対する付帯決議についてを日程に追加し、追加日程第１として議題に

することを決定しました。 

  資料配付のため、暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時５７分 

 

再開 午後 ４時１９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５号 議案第４６号平成３０年度東伊豆町一般会計補正予

算（第５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５号 議案第46号平成30年度東伊豆町

一般会計補正予算（第５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。 
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  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 発議第５号 議案第46号平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第

５号）に対する付帯決議について、朗読をもって提出をさせていただきます。 

  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46号平成30年度東伊豆町一

般会計補正予算（第５号）に対する付帯決議を別紙のとおり提出する。 

  平成30年９月11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 山田直志。 

  賛成者、東伊豆町議会議員 稲葉義仁 栗原京子 笠井政明。 

  別紙をおめくりください。 

  議案第46号平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第５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５号）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。 

  今回の補正予算で、伊豆漁協稲取支所漁業振興事業補助金、稲取漁港道路安全対策工事、

観光施設整備事業（直売所用看板）などが予算計上され、既に補正（第３号）で可決されて

いる稲取漁港直売所整備事業補助金とあわせ、その総額は4,000万円を超えており、厳しい

財政状況や他の事業の進展なども考慮しなければならない。よって、伊豆漁協直売所への支

援とこの事業に関する整備は、この補正によって終了すべきである。 

  以上、決議する。 

  平成30年９月11日。 

  東伊豆町議会。でございます。 

  休憩中に、当局及び議員の皆さんからさまざまな指摘をいただきました。ありがとうござ

いました。そうした指摘をもとに精査させていただきました。御協力ありがとうございまし

た。また、お時間をとらせていただきました。申しわけございませんでした。 

○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。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） そうじゃなくて、議会運営委員会の委員長としてちょっと議長に発

言したいんですけれども、よろしいですか。 
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○議長（飯田桂司君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） 許可いただいたんですね。 

○議長（飯田桂司君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） 先ほども、私のほうから議会運営のことに関してではなかったんで

すけれども、一応、賛成論、反対論という形の中で申し上げたんですけれども、このような

突然的に起こる動議とか付帯決議については、示された自分たち議員も、この内容について

十分議論すると、内容を精査するという、そういう時間が今、余りにもないという形の中で、

私は、やはり議会運営上では、全ての議員にもこれをちゃんと把握するだけの時間をいただ

けることができないのかなと思って、今、議長にお願いしているわけなんですけれども。 

  これは、議長は答弁できるわけじゃないから……。 

○議長（飯田桂司君） ちょっとお待ちください。 

 

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

 

◎会議時間の延長 

○議長（飯田桂司君） お諮りします。本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決し

ました。 

  会議時間を延長します。 

 

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

 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 先ほどの発言の中で、私、議会運営委員長として発言したんですけ

れども、議員の皆様方が、この私の、やはり出された文書に対する検証する時間がほしいと

いうことについて、賛成かどうかを伺っていただきたいなと思うわけですけれども、よろし

くお願いします。 

○議長（飯田桂司君） ここではあれですけれども、また議運さんのほうにお話をさせていた
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だきますので、今日はこれで進めますので、今後、これからのあれで。 

○１２番（鈴木 勉君） 今日はこのままね。はい、わかりました。 

○議長（飯田桂司君） 一応、議事を進めますので。 

（何事か言う声あり） 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時２５分 

 

再開 午後 ４時３０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  今、12番、鈴木議員、議運の委員長から提案がありました。 

  一応、今後の議運の中でも議論していただく中で、その後、全協のほうに諮るのか、それ

はそれとして、今後は議運の中でしっかりと精査していただくようなことをお願いしたいな

と思います。 

  では、引き続き質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（発言する人なし） 

○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…… 

（何事か言う声あり） 

○議長（飯田桂司君） 11番、森田議員。 

○１１番（森田禮治君） 今、直志君のほうからもらった書類の数字が間違っていると思うん

だけれども、聞いてみてください。この4,000万、これには1,200万が含まれているんではな

いかと思う。1,200万というものは、これは初めから別なものだから。これは、田村電気の

土地を売った金だから。それは漁協にやるように決まっているから、これは全協でもちゃん

と審議されているから。それをこれに入れたでは、ちょっと違うんだよ。それを確かめてく

ださい。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 4,000万という金額の中に1,250万が入っているかということでいえ

ば、入っていると。ただそういう言い方をしていくと、2,600万につきましても、庁舎建設

時、また庁舎横の駐車場建設時の約束等々が根拠としてあるということは間違いないわけで、
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我々議会として出す理由についていえば、それぞれ漁協との覚書や合意というものは前提に

して、根拠があるものだというふうには理解しておりますけれども、全体として、名目とし

てはそういう金額が出ているということだろうというふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 11番、森田議員。 

○１１番（森田禮治君） ちょっと訂正させてください。今、田村電気と言ったけれども、ハ

イキャット。すみません。 

  今の直志君の説明では、これは納得いかないんだよ。全然別なものだから、これは、

1,200万というものは。これは、全協でちゃんと承認を得ている金だから。それと漁協のあ

れと一緒にしないで。これはいつまでたったって、同じ金額になっちゃうよ。漁協にあの金

といったら。漁協ばかりではない、ほかのことに対しても同じなんだよ。前にやった金まで

計算される、そんなばかな話はない。だから賛成したものへは反対はするなと俺が言うのは、

それなんだよ。一回賛成したものに必ず注文をつける、ここの議会の悪い癖。これは、議員

が悪いんだからね。皆さんが悪いんじゃないんだよ。 

  こういうわけで、この4,000万は訂正させてもらわないと納得いかない。これ全然別なも

のですから。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 森田議員の趣旨もわかりますけれども、伊豆漁協へ、また稲取支所

へ直売所の事業への振興、漁業振興ということで出しているという点では、私は同じだとい

うふうに思っております。 

○議長（飯田桂司君） 11番、いいですか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、私の手元にございます、この付帯決議の内容でございますけれ

ども、今、森田議員からの激しい言葉もございましたとおりに、やはりこの4,000万という

金額の内容を見ますと、土地の売却代金の1,250万円というものが含まれているわけでござ

います。この土地の売却代金につきましては、稲取財産区、財産処分という形の中の覚書書

によりまして、伊豆漁協稲取支所に支払うというそういう文言が記されているというところ

でございます。 



－183－ 

  それと、もう一つ、ここに示されております事業の内容ですけれども、これはやはり町が

直売所を建設しようかというときに、各議員から出されましたそれぞれの反対意見の中で培

われてきた事業、工事内容でもございますし、また伊豆漁協のほうがこの直売所を直営する

という形になった中でも、各議員の中からいろいろと出された要望の案件が相当含まれてお

ります。 

  そういう形の中で、これから先にも同じように、あそこを運営する中では町が手を携えて

いかなければならないという、それこそ今、予言ができないようなものもまた出てくるので

はないのかなという、私は気持ちがするわけです。 

  そういう中でいきますと、一番最後にございます「よって伊豆漁協直売所への支援とこの

事業に関する保障は全て終了すべきである」というそういう文言が書かれているということ

については、非常に恐ろしい、私はこの付帯決議ではないかなと思って反対をするわけでご

ざいます。 

○議長（飯田桂司君） 今、11番から反対の意見が出されました。 

  付帯決議として出された案件について賛成の方の意見を求めます。 

  １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） 私は賛成をさせていただいております。 

  これに関しては、伊豆漁協直売所に、周辺整備等々かなりの金額が町から補助金として出

ています。私どもが心配することは、伊豆漁協が事業主となって運営をしていくわけですけ

れども、今後の建物等々、あとは周辺ですね、必要になった場合、自分たちでできない場合、

やはり町が手を出さなければいけない。それは、稲取で商売をしている民間の人たちが、困

ったから町長にお願いしたら手を出してくれるということと同じことだと私は考えます。 

  よって、ここまでの周辺整備に関しては、町として予算措置はとりますが、今後に関して

は、補正予算、町からの援助というものは終了すべきであると私は考えますので、賛成いた

します。 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論ございますか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） ないようですので討論を終結します。 

  これより山田議員から出されました発議第５号 議案第46号平成30年度東伊豆町一般会計

補正予算（第５号）に対する付帯決議について採決します。 

  この採決は起立によって行います。 
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  ただいま出されました付帯決議について、賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 起立多数です。よって、付帯決議については可決されました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第４７号 平成３０年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第８ 議案第47号 平成30年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第47号 平成30年度東伊豆町国民健康保

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それぞれ8,077万2,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ19億3,333万5,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では本算定実施に伴う増減と平成29年度決算剰余金の繰

り越しを行うものであります。 

  歳出につきましては、県への納付金確定による減額、平成29年度の国庫負担金精算による

過年度返還金の増額及び繰越金等を保険事業基金へ積み立てるものでございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○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47号 平成30年度東伊豆

町国民健康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年度東伊豆町の国民健康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8,077万2,000円を追加し、歳入歳
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出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億3,333万5,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正予算」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について御説明をいたします。 

  １款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、補正前の額から4,232万

3,000円を減額し、３億7,716万8,000円といたします。１節現年課税分、細節１医療給付費

分特別徴収現年課税分420万5,000円の減、細節２医療給付費分普通徴収現年課税分2,825万

3,000円の減、細節３介護納付金分現年課税分207万4,000円の減、細節５後期高齢者支援分

普通徴収現年課税分753万4,000円の減、こちらはそれぞれ本算定及び資産割廃止により減額

になったものでございます。 

  ２目退職被保険者等国民健康保険税、補正前の額から169万1,000円を減額し、239万6,000

円といたします。１節現年課税分、細節１医療給付費分現年課税分95万3,000円の減は、本

算定及び資産割廃止により減額となったものでございます。 

  ７款１項繰越金、２目その他の繰越金、補正前の金額に１億2,478万6,000円を追加し、１

億2,478万7,000円といたします。１節細節１その他の繰越金の増は、平成29年度の決算見込

みで実質収支額が１億2,478万6,821円となる見込みですので、全額を30年度に繰越措置する

ものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  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62万9,000円を追加し、543

万8,000円といたします。13節委託料、細節４国民健康保険システム改修業務委託料59万

4,000円の増は、国保情報データベース及び医療費軽減事業システムの改修を行うために増

額するものです。 

  ３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分、補

正前の額から3,398万2,000円を減額し、２億9,753万3,000円といたします。19節負担金補助

及び交付金、細節１一般被保険者医療給付費分3,398万2,000円の減は、県への納付金の確定

による減額です。 

  ２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分、補正前の額から

2,894万8,000円を減額し、１億336万6,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細
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節１一般被保険者後期高齢者支援金等分2,894万8,000円の減も、こちらも県への納付金の確

定による減額となります。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  ３款国民健康保険事業費納付金、３項１目介護給付金分、補正前の額から1,193万1,000円

を減額し、4,033万4,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１介護納付金分

1,193万1,000円の減も、県への納付金の確定による減額です。 

  ７款１項基金積立金、１目国民健康保険事業基金積立金、補正前の金額に１億4,895万

6,000円を追加し、１億4,895万8,000円といたします。25節積立金、細節１国民健康保険事

業基金積立金１億4,895万6,000円の増は、歳入歳出の差し引き額を基金に積み立てるもので

ございます。 

  ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正前の金額に585万7,000円を

追加し2,336万円といたします。23節償還金利子及び割引料、細節６保険給付費等交付金償

還金456万1,000円の増、並びに細節７療養給付費交付金償還金129万6,000円の増は、平成29

年度の療養給付費負担金の確定に伴う精算返還金であります。 

  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18億5,256万3,000円に8,077万2,000円

を追加いたしまして、19億3,333万5,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額18億5,256万3,000円に8,077万2,000円を追加いたしまして、

19億3,333万5,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、一般財源で8,077万2,000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。 

（発言する人なし） 

○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。 

（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47号 平成30年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を採
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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９ 議案第４８号 平成３０年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第９ 議案第48号 平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第48号 平成30年度東伊豆町後期高齢者

医療特別会計補正予算（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２万3,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１億8,102万6,000円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、歳入は平成29年度決算剰余金の繰り越しを行うものであります。 

  歳出につきましては、ただいまの繰越金を後期高齢者医療広域連合に前年度精算分として

納付するための増額補正でございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○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48号 平成30年度東伊豆

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成30年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計補正予算（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２万3,000円を追加し、歳入歳出
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予算の総額を歳入歳出それぞれ１億8,102万6,000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。 

  ５款１項１目繰越金、補正前の額に２万3,000円を追加し、２万4,000円といたします。１

節細節１繰越金の増は、平成29年度の決算見込みで実質収支額が２万2,300円となる見込み

ですので、全額を平成30年度に繰越措置するものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  １款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、補正前の額に２万3,000円を追加し、１億

8,060万5,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細節１後期高齢者医療広域連合

納付金２万3,000円の増は、平成30年度に繰り越した額を後期高齢者医療広域連合に納付し、

精算するものであります。 

  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１億8,100万3,000円に２万3,000円を

追加いたしまして、１億8,102万6,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額１億8,100万3,000円に２万3,000円を追加いたしまして、１

億8,102万6,000円といたします。 

  次に補正額の財源内訳ですが、一般財源で２万3,000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48号 平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を
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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 議案第４９号 平成３０年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算 

              （第２号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第10 議案第49号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第49号 平成30年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に7,712万6,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ13億8,474万2,000円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、歳入は平成29年度決算剰余金の繰り越しを行うものであります。 

  歳出につきましては、国庫負担金等の過年度分の精算と保険料過誤納還付金の増額、介護

給付費準備基金への積み立て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49号 平成30年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第２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２号）は、次に定めるところにより

ます。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,712万6,000円を追加し、歳入歳
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出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億8,474万2,000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。 

  ８款１項１目繰越金、補正前の額に7,712万6,000円を追加し、7,912万6,000円といたしま

す。１節繰越金、細節１前年度繰越金7,712万6,000円の増は、平成29年度の決算見込みで実

質収支額が7,912万6,517円となる見込みですので、当初予算計上分の200万円を差し引いた

金額を平成30年度に繰越措置するものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  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、補正前の額に3,866万円を追

加し、4,464万1,000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

3,866万円の増は、繰越金等補正額7,712万6,000円から国庫支出金等の過年度分返還金補正

額3,816万9,000円と保険料過誤納還付金29万7,000円を差し引いた額を基金に積み立てるも

のでございます。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、補正額3,816万9,000円を追加い

たします。23節償還金利子及び割引料3,816万9,000円の内容は、平成29年度の介護給付費・

地域支援事業及び事務費等の確定に伴い精算をするものでございます。介護給付費につきま

しては、細節２国庫介護給付費負担金過年度分返還金1,660万5,000円、細節３県介護給付費

負担金過年度分返還金846万6,000円、細節４支払基金介護給付費交付金過年度分返還金315

万3,000円、細節５一般会計介護給付費繰入金過年度分返還金740万7,000円を返還いたしま

す。 

  地域支援事業につきましては、細節６国庫地域支援事業交付金過年度分返還金70万1,000

円を返還いたします。 

  事務費につきましては、細節10一般会計事務費繰入金過年度分返還金97万8,000円を返還

いたします。 

  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13億761万6,000円に7,712万6,000円を
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追加いたしまして、13億8,474万2,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額13億761万6,000円に7,712万6,000円を追加いたしまして、13

億8,474万2,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、一般財源で7,712万6,000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49号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第２号）を採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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１１ 議案第５０号 平成３０年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予

算（第１号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第11 議案第50号 平成30年度東伊豆町風力発電事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

  町長から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50号 平成30年度東伊豆町風力発電事

業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ251万7,000円を減
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額し、歳入歳出予算の総額を4,195万5,000円とするものであります。 

  主な内容は、風車の故障による売電収入の減収補塡に、一般会計からの繰入金を充てさせ

ていただき調整をしたものであります。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ただいま提案されました議案第50号 平成30年度東伊豆町風

力発電事業特別会計補正予算（第１号）について、概要説明をさせていただきます。 

  平成30年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによ

ります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ251万7,000円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,198万5,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、２款繰入金、２項１目一般会計繰入金、補正前の金額に1,757万7,000円を追

加し、1,757万7,000円といたします。１節一般会計繰入金、細節１一般会計繰入金1,757万

7,000円の増は、風車停止による減収の補塡を一般会計より受けるものでございます。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入、１目売電収入、補正前の金額から2,012万4,000円を減額

し、2,387万6,000円といたします。１節売電収入、細節１売電収入2,012万4,000円の減は、

２号機の停止による売電収入の減少によるものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に歳出ですが、１款電気事業費、２項１目風力発電事業費、補正前の金額に31万5,000

円を増額し、1,931万9,000円といたします。13節委託料、細節１発電施設保安管理委託料92

万7,000円の増は、風車故障の際の調査経費等の増によるものでございます。27節公課費、

細節２消費税等61万2,000円の減は、平成29年度分の算定によるものでございます。 

  ２目風力発電基金費、補正前の金額から113万6,000円を減額し、1,000円といたします。

25節積立金、細節１基金積立金113万6,000円の減は、売電収入の減により基金積立金を減額

するものでございます。 
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  ３款諸支出金、１項１目繰出金、補正前の金額から169万6,000円を減額し、ゼロ円といた

します。28節繰出金、細節１一般会計繰出金169万6,000円の減は、売電収入の減により一般

会計への繰出金を減額するものでございます。 

  ３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してございます。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額4,450万2,000円から、歳入歳出それぞれ251万7,000円を

減額し、補正後の歳入及び歳出予算の総額をそれぞれ4,198万5,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は一般財源で251万7,000円の減となっております。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（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50号 平成30年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第１号）を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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１２ 報告第２号 平成２９年度東伊豆町健全化判断比率の報告について 

◎日程第１３ 報告第３号 平成２９年度東伊豆町資金不足比率の報告について 

○議長（飯田桂司君） 日程第12 報告第２号 平成29年度東伊豆町健全化判断比率の報告に

ついて及び日程第13 報告第３号 平成29年度東伊豆町資金不足比率の報告についてを一括

議題とします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました報告第２号 平成29年度東伊豆町健全化判断

比率及び報告第３号 平成29年度東伊豆町資金不足比率の報告について、提案理由を申し上

げます。 

  本案につきましては、平成29年度決算における東伊豆町の健全化判断比率及び資金不足比

率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、東伊豆町監査委員の審査に付し、そ

の意見をつけて議会に報告するものであります。 

  なお、内容につきましては、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報告第２号 平成29年度東伊豆町健全化

判断比率の報告について、報告第３号 平成29年度東伊豆町資金不足比率の報告について、

御説明させていただきます。 

  今回の報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第22条第

１項の規定に基づき、平成29年度決算における各比率を報告するものであります。 

  それでは初めに、平成29年度決算における当町の健全化判断比率について御説明いたしま

す。 

  健全化判断比率につきましては、４つの判断比率がございます。 

  １つ目の実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率であり、

実質収支額が黒字で赤字額がないため数値は記載してございません。 

  ２つ目の連結実質赤字比率は、当町の全ての会計の赤字額と黒字額を合算した連結赤字額

の標準財政規模に対する比率であります。全会計の合計が黒字で連結赤字額がないため、こ

ちらも数値は記載してございません。 

  ３つ目の実質公債費比率は6.5％であります。実質公債費比率は、一般会計等が負担する

元利償還金や元利償還に準じた支出の標準財政規模に対する比率であり、算定におきまして

は、普通交付税における基準財政需要額算入分を差し引いて算出しております。 

  ４つ目の将来負担比率は44.9％であります。将来負担比率は、一般会計等の地方債や将来

支払っていく可能性のある負担額の標準財政規模に対する比率であり、算定におきましては、
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将来負担額から負債の償還に充てることができる基金や基準財政需要額算入分等を差し引い

て算出しております。 

  健全化判断比率につきましては、平成29年度決算におきましても、全ての比率が早期健全

化基準を下回る結果となりました。 

  次に、平成29年度決算における当町の資金不足比率について御説明いたします。 

  資金不足比率は、資金の不足額の事業の規模に対する比率であり、水道事業特別会計（法

適用企業）と風力発電事業特別会計（法非適用企業）が対象となります。平成29年度決算に

おきましては、２会計ともに資金不足額がないため、比率は記載してございません。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（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。 

  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ５時１０分 
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平成３０年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

                    平成３０年９月１２日（水）午前９時３０分開議 
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             について 

日程第 ４ 議案第５４号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 
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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３回定例会第３日目は成立しましたので、開会します。 

  なお、教育委員会事務局長にかわり、教育委員会局長補佐が本日の会議に出席するとの届

け出がありましたので、ご報告します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第５１号 平成２９年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

◎日程第２ 議案第５２号 平成２９年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第３ 議案第５３号 平成２９年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第４ 議案第５４号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

◎日程第５ 議案第５５号 平成２９年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第６ 議案第５６号 平成２９年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出
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決算認定について 

◎日程第７ 議案第５７号 平成２９年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○議長（飯田桂司君） 日程第１ 議案第51号 平成29年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認

定についてから日程第７ 議案第57号 平成29年度東伊豆町水道事業会計決算認定について

まで、以上７件を一括議題とします。 

  町長から順次、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  ただいま一括上程されました議案第51号から議案第57号までについて、提案理由を申し上

げます。 

  まず、議案第51号から議案第57号までの各会計の平成29年度歳入歳出決算認定については、

地方自治法第233条第３項の規定により、平成29年度歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書

をつけて議会の認定に付するものでございます。 

  まず、議案第51号 平成29年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について、決算概要を

申し上げます。 

  予算現額51億5,592万8,000円に対しまして、歳入は調定額54億6,861万7,584円、収入済額

52億2,212万7,700円となり、調定額に対する収入率は95.5％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額50億171万95円で、予算現額に対する執行率は97.0％であ

ります。 

  歳入歳出差引残額は２億2,041万7,605円となり、翌年度へ繰り越すべき財源がなかったた

め、実質収支額も２億2,041万7,605円となっております。この実質収支額について、地方自

治法第233条の２の規定により財政調整基金への積立金には１億9,000万円を措置いたしまし

たので、翌年度への繰越金は3,041万7,605円となっております。 

  収入の根幹をなす町税では、固定資産税も地価の下落や償却資産の減価償却により、収納

額は減額となりましたが、町税の収納率については、前年をわずかに上回る結果となりまし

た。引き続き、町税の収納において、納税者の利便性を考慮したコンビニ収納をはじめ、静

岡地方税滞納整理機構及び賀茂地方税債権整理回収協議会との連携を図り、さらなる税収の

確保に努めてまいります。 

  続きまして、議案第52号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に
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ついて、決算概要を申し上げます。 

  予算現額22億3,869万6,000円に対しまして、歳入は調定額24億1,531万9,814円、収入済額

23億1,061万3,659円となり、調定額に対する収入率は95.7％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額21億8,582万6,838円で、執行率は97.6％であります。歳入

歳出差引残額は１億2,478万6,821円となっております。 

  次に、議案第53号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て、決算概要を申し上げます。 

  予算現額１億7,110万7,000円に対しまして、歳入は調定額１億7,492万4,948円、収入済額

１億7,076万6,948円となり、調定額に対する収入率は97.6％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額１億7,074万4,648円で、執行率は99.8％であります。歳入

歳出差引残額は２万2,300円となっております。 

  次に、議案第54号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、決

算概要を申し上げます。 

  予算現額13億3,023万8,000円に対しまして、歳入は調定額13億7,281万44円、収入済額13

億4,551万2,444円となり、調定額に対する収入率は98.0％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額12億6,638万5,927円で、執行率は95.2％であります。歳入

歳出差引残額は7,912万6,517円となっております。 

  次に、議案第55号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について、

決算概要を申し上げます。 

  予算現額83万1,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに83万1,054円でござ

います。 

  歳出につきましては、支出済額79万1,000円で、執行率は95.2％であります。 

  歳入歳出差引残額は４万54円となっております。 

  次に、議案第56号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入決算認定について、決

算概要を申し上げます。 

  予算現額4,532万2,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに4,330万9,052円

でございます。 

  歳出につきましては、支出済額4,277万8,500円で、予算現額に対する執行率は94.4％であ

ります。歳入歳出差引残額は53万552円となっております。 

  次に、議案第57号 平成29年度東伊豆町水道事業会計決算認定については、地方公営企業
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法第30条第４項の規定により、平成29年度東伊豆町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見

書をつけて議会の認定に付するものでございます。 

  決算概要を申し上げます。 

  収益的収入の状況でありますが、給水人口の減少はとどまらず水道使用量も減少しました

が、それに伴い営業収益も減少し、水道事業収益の決算額は４億5,590万9,506円で、前年度

対比2.5％の減となりました。 

  収益的支出につきましては、高濃度薬品使用による薬品費が減少したことなどにより、水

道事業費用の決算額は４億1,173万1,440円で、前年度対比1.6％の減となりました。 

  また、資本的支出における決算額は、１億7,489万875円で、前年度対比19.4％の減となり

ました。 

  最後に、事業損益につきましては、純利益が3,786万3,056円となり、未処分利益剰余金に

計上させていただきました。 

  以上、議案第51号から第57号について、７会計の決算概要を申し上げました。 

  詳細につきましては、会計管理者または水道課長より説明いたさせますので、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） 会計管理者。 

（会計課長兼会計管理者 正木三郎君登壇） 

○会計課長兼会計管理者（正木三郎君） ただいま提案されました議案第51号 平成29年度東

伊豆町一般会計歳入歳出決算から議案第56号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳

入歳出決算まで、順次御説明させていただきます。 

  なお、説明につきましては、お手元にお届けしてございます主要施策の成果説明書に詳細

が記されておりますので、ここにおきましては、決算書の款項のみの朗読をもちまして御説

明とさせていただきます。 

  各会計とも歳入につきましては、款、項、収入済額、不納欠損額、収入未済額、歳出につ

きましては、款、項、支出済額、翌年度繰越額、不用額の順に朗読させていただきますので、

よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 

  初めに、議案第51号 平成29年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算につきまして、御説明申

し上げます。 

  それでは、一般会計歳入歳出決算書の１ページ及び２ページをお開きください。 

  まず、歳入でございますが、１款町税19億7,771万1,844円、8,166万1,083円、１億6,162
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万67円。 

  １項町民税５億2,801万8,962円、422万8,971円、2,930万1,912円。 

  ２項固定資産税11億9,249万779円、7,715万7,012円、１億3,029万6,648円。 

  ３項軽自動車税3,469万6,493円、27万5,100円、202万1,507円。 

  ４項町たばこ税１億317万1,010円、ゼロ、ゼロ。 

  ５項入湯税１億1,933万4,600円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款地方譲与税5,034万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  １項自動車重量譲与税3,575万8,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項地方揮発油譲与税1,458万7,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款１項利子割交付金218万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款１項配当割交付金546万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款１項株式等譲渡所得割交付金641万3,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款１項地方消費税交付金２億3,705万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ７款１項ゴルフ場利用税交付金1,828万6,520円、ゼロ、ゼロ。 

  ８款１項自動車取得税交付金1,856万8,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ９款地方特例交付金、１項減収補てん特例交付金310万3,000円、ゼロ、ゼロ。 

  10款１項地方交付税11億7,277万円5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  11款１項交通安全対策特別交付金105万円、ゼロ、ゼロ。 

  12款分担金及び負担金、１項負担金3,643万1,383円、ゼロ、247万4,900円。 

  13款使用料及び手数料5,389万1,863円、９万2,120円、64万1,714円。 

  １項使用料4,492万3,013円、９万2,120円、64万1,714円。 

  ３ページ及び４ページをお開きください。 

  ２項手数料896万8,850円、ゼロ、ゼロ。 

  14款国庫支出金４億3,992万3,487円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金２億7,249万4,035円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金１億5,157万3,635円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項委託金1,585万5,817円、ゼロ、ゼロ。 

  15款県支出金３億1,032万281円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県負担金１億9,283万3,994円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県補助金8,017万2,756円、ゼロ、ゼロ。 
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  ３項委託金3,731万3,531円、ゼロ、ゼロ。 

  16款財産収入7,302万6,479円、ゼロ、ゼロ。 

  １項財産運用収入7,038万579円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項財産売払収入264万5,900円、ゼロ、ゼロ。 

  17款１項寄付金１億8,520万744円、ゼロ、ゼロ。 

  18款繰入金１億9,786万6,739円、ゼロ、ゼロ。 

  １項財産区繰入金７万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項特別会計繰入金734万4,739円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項基金繰入金１億9,045万円、ゼロ、ゼロ。 

  19款１項繰越金4,534万9,018円、ゼロ、ゼロ。 

  20款諸収入7,686万4,342円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料453万6,766円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項町預金利子93円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項貸付金元利収入19万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４項雑入7,190万6,235円、ゼロ、ゼロ。 

  ５項収益事業収入22万9,248円、ゼロ、ゼロ。 

  21款１項町債３億1,030万円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計、予算現額51億5,592万8,000円、調定額54億6,861万7,584円、収入済額52億

2,212万7,700円、不納欠損額8,175万3,203円、収入未済額１億6,473万6,681円、予算現額と

収入済額との比較6,619万9,700円でございます。 

  次に、歳出でございます。 

  ５ページ及び６ページをお開きください。 

  １款１項議会費6,382万1,117円、ゼロ、56万4,883円。 

  ２款総務費10億2,773万6,878円、ゼロ、8,732万2,122円。 

  １項総務管理費８億4,427万4,380円、ゼロ、8,157万4,620円。 

  ２項徴税費１億390万1,623円、ゼロ、258万4,377円。 

  ３項戸籍住民基本台帳費3,983万809円、ゼロ、30万9,191円。 

  ４項選挙費3,146万9,054円、ゼロ、249万1,946円。 

  ５項統計調査費740万7,712円、ゼロ、17万3,288円。 

  ６項監査委員費85万3,300円、ゼロ、18万8,700円。 
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  ３款民生費14億704万5,887円、ゼロ、1,711万1,113円。 

  １項社会福祉費10億5,881万4,632円、ゼロ、1,329万8,368円。 

  ２項児童福祉費３億4,055万4,052円、ゼロ、329万4,948円。 

  ３項国民年金事務取扱費767万7,203円、ゼロ、41万7,797円。 

  ４項災害救助費ゼロ、ゼロ、10万円。 

  ４款衛生費５億9,381万6,421円、ゼロ、808万3,579円。 

  １項保健衛生費２億290万1,567円、ゼロ、767万433円。 

  ２項清掃費３億8,848万4,854円、ゼロ、41万3,146円。 

  ３項上水道費243万円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款農林水産業費１億4,354万232円、ゼロ、318万5,768円。 

  １項農業費9,618万4,881円、ゼロ、184万2,119円。 

  ２項林業費2,139万6,445円、ゼロ、84万8,555円。 

  ３項水産業費2,595万8,906円、ゼロ、49万5,094円。 

  ６款１項商工費２億1,270万476円、ゼロ、384万2,524円。 

  ７款土木費２億4,593万7,889円、ゼロ、591万111円。 

  １項土木管理費2,576万5,044円、ゼロ、15万2,956円。 

  ２項道路橋梁費１億7,171万5,339円、ゼロ、421万9,661円。 

  ３項河川費1,054万6,392円、ゼロ、30万5,608円。 

  ４項都市計画費3,117万5,361円、ゼロ、102万3,639円。 

  ５項住宅費673万5,753円、ゼロ、20万8,247円。 

  ７ページ及び８ページをお開きください。 

  ８款１項消防費３億6,445万4,997円、ゼロ、878万1,003円。 

  ９款教育費３億8,934万4,518円、ゼロ、1,018万6,482円。 

  １項教育総務費１億377万4,775円、ゼロ、159万9,225円。 

  ２項小学校費5,098万8,696円、ゼロ、323万6,304円。 

  ３項中学校費3,365万7,913円、ゼロ、193万7,087円。 

  ４項幼稚園費8,844万7,435円、ゼロ、60万5,565円。 

  ５項社会教育費3,311万4,761円、ゼロ、89万1,239円。 

  ６項保健体育費7,671万6,458円、ゼロ、189万3,542円。 

  ７項教育奨学費264万4,480円、ゼロ、２万3,520円。 
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  10款災害復旧費4,194万3,079円、ゼロ、75万1,921円。 

  １項農林水産業施設災害復旧費411万63円、ゼロ、24万937円。 

  ２項公共土木施設災害復旧費2,702万3,044円、ゼロ、11万9,956円。 

  ３項その他公用施設災害復旧費1,080万9,972円、ゼロ、39万1,028円。 

  11款１項公債費５億1,136万8,601円、ゼロ、524万399円。 

  12款１項予備費ゼロ、ゼロ、323万8,000円。 

  歳出合計、予算現額51億5,592万8,000円、支出済額50億171万95円、翌年度繰越額ゼロ円、

不用額１億5,421万7,905円、予算現額と支出済額との比較１億5,421万7,905円となった内容

でございます。 

  歳入歳出差引残額２億2,041万7,605円、うち基金繰入額１億9,000万円でございます。こ

の繰入額につきましては、地方自治法並びに東伊豆町財政調整基金条例第２条第２号の規定

に基づきまして措置した内容でございます。 

  続きまして、175ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、各会計とも区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額52億2,212万7,000円、２、歳出総額50億171万円、３、歳入歳出差引額２億

2,041万7,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額２億2,041万7,000

円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金１億9,000万円で

ございます。 

  次に、国民健康保険特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第52号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、御説

明申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款１項国民健康保険税４億5,116万5,372円、1,266万154円、9,193万3,000円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料43万7,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款国庫支出金４億95万8,119円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金３億854万2,119円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金9,241万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款１項療養給付費交付金2,314万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款１項前期高齢者交付金６億3,252万9,302円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款県支出金１億3,901万7,662円、ゼロ、ゼロ。 
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  １項県補助金１億2,489万5,209円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県負担金1,412万2,453円、ゼロ、ゼロ。 

  ７款１項共同事業交付金４億3,639万2,664円、ゼロ、ゼロ。 

  ８款財産収入１項財産運用収入ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ９款繰入金１億2,546万450円、ゼロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億2,546万450円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  10款１項繰越金9,229万2,185円、ゼロ、ゼロ。 

  11款諸収入921万4,905円、ゼロ、11万3,001円。 

  １項延滞金、加算金及び過料844万1,738円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項預金利子317円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項雑入77万2,850円、ゼロ、11万301円。 

  歳入合計、予算現額22億3,869万6,000円、調定額24億1,531万9,814円、収入済額23億

1,061万3,659円、不納欠損額1,266万154円、収入未済額9,204万6,001円、予算現額と収入済

額との比較7,191万7,659円でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款総務費1,612万2,154円、ゼロ、107万8,846円。 

  １項総務管理費1,403万9,006円、ゼロ、46万8,994円。 

  ２項徴税費184万5,754円、ゼロ、41万4,246円。 

  ３項運営協議会費14万280円、ゼロ、15万3,720円。 

  ４項趣旨普及費９万7,114円、ゼロ、４万1,886円。 

  ２款保険給付費12億4,892万3,034円、ゼロ、4,319万8,966円。 

  １項療養諸費10億8,600万3,309円、ゼロ、3,801万8,691円。 

  ２項高額療養費１億5,474万6,575円、ゼロ、452万9,425円。 

  ３項移送費ゼロ、ゼロ、10万円。 

  ４項出産育児諸費672万3,150円、ゼロ、850円。 

  ５項葬祭諸費145万円、ゼロ、55万円。 

  ３款１項後期高齢者支援金２億3,617万2,683円、ゼロ、1,317円。 

  ４款１項前期高齢者納付金90万6,711円、ゼロ、1,289円。 
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  ５款１項老人保健拠出金5,555円、ゼロ、6,445円。 

  ６款１項介護納付金9,677万646円、ゼロ、354円。 

  ７款１項共同事業拠出金４億7,309万2,153円、ゼロ、2,847円。 

  ８款保健事業費1,973万6,389円、ゼロ、288万3,611円。 

  １項保健事業費777万6,381円、ゼロ、16万8,619円。 

  ２項特定健康診査等事業費1,196万8円、ゼロ、271万4,992円。 

  ９款１項基金積立金8,360万円、ゼロ、2,000円。 

  10款１項公債費ゼロ、ゼロ、1,000円。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金1,049万7,513円、ゼロ、88万2,487円。 

  12款予備費１項予備費ゼロ、ゼロ、481万円。 

  歳出合計、予算現額22億3,869万6,000円、支出済額21億8,582万6,838円、翌年度繰越額ゼ

ロ円、不用額5,286万9,162円、予算現額と支出済額との比較5,286万9,162円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額１億2,478万6,821円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でござい

ます。 

○議長（飯田桂司君） お知らせします。 

  ただいま会計管理者より決算概要の説明中ですが、この際、10時20分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時０４分 

 

再開 午前１０時２０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  引き続き、会計管理者より決算概要の説明を求めます。 

  会計管理者。 

（会計課長兼会計管理者 正木三郎君登壇） 

○会計課長兼会計管理者（正木三郎君） それでは、国民健康保険特別会計の33ページをお開

きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、１、歳入総額23億1,061万3,000円、２、歳出総額

21億8,582万7,000円、３、歳入歳出差し引き額１億2,478万6,000円、４、翌年度へ繰り越す

べき財源ゼロ円、５、実質収支額１億2,478万6,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第
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233条の２の規定による基金繰入金はゼロ円でございます。 

  次に、議案第53号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につきまし

て、御説明申し上げます。 

  後期高齢者医療特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  １款１項後期高齢者医療保険料１億2,733万2,500円、113万1,800円、302万6,200円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料４万円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金4,110万5,620円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料27万5,700円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款１項繰越金201万3,128円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計、予算現額１億7,110万7,000円、調定額１億7,492万4,948円、収入済額１億

7,076万6,948円、不納欠損額113万1,800円、収入未済額302万6,200円、予算現額と収入済額

との比較△34万52円でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款１項後期高齢者医療広域連合納付金１億7,047万6,148円、ゼロ、20万9,852円。 

  ２款諸支出金26万8,500円、ゼロ、15万2,500円。 

  １項償還金及び還付加算金22万8,500円、ゼロ、12万2,500円。 

  ２項繰出金４万円、ゼロ、３万円。 

  歳出合計、予算現額１億7,110万7,000円、支出済額１億7,074万4,648円、翌年度繰越額ゼ

ロ円、不用額36万2,352円、予算現額と支出済額との比較36万2,352円でございます。歳入歳

出差し引き残額２万2,300円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、11ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、１、歳入総額１億7,076万7,000円、２、歳出総額

１億7,074万5,000円、３、歳入歳出差し引き額２万2,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財

源ゼロ円、５、実質収支額２万2,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規

定による基金繰入金ゼロ円でございます。 

  次に、介護保険特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第54号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、御説明申

し上げます。 
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  まず、歳入でございます。 

  １款保険料、１項介護保険料２億9,734万3,800円、834万8,400円、1,894万9,200円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料11万7,100円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款国庫支出金３億568万699円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金２億2,802万6,549円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金7,765万4,150円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款１項支払基金交付金３億3,247万567円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款県支出金１億8,118万5,300円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県負担金１億7,428万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県補助金690万3,300円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項財政安定化基金支出金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ６款財産収入、１項財産運用収入ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ７款繰入金１億7,666万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億7,666万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ８款１項繰越金5,171万5,845円、ゼロ、ゼロ。 

  ９款諸収入33万5,133円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料５万8,200円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３項雑入27万6,933円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計、予算現額13億3,023万8,000円、調定額13億7,281万44円、収入済額13億4,551万

2,444円、不納欠損額834万8,400円、収入未済額1,894万9,200円、予算現額と収入済額との

比較1,527万4,444円でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款総務費1,389万3,664円、ゼロ、89万7,336円。 

  １項総務管理費308万3,434円、ゼロ、29万9,566円。 

  ２項徴収費144万2,996円、ゼロ、10万6,004円。 

  ３項介護認定審査会費936万7,234円、ゼロ、49万1,776円。 

  ２款保険給付費11億6,085万309円、ゼロ、5,913万2,691円。 
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  １項介護サービス等諸費10億6,698万2,205円、ゼロ、4,733万7,795円。 

  ２項介護予防サービス等諸費3,598万5,636円、ゼロ、510万5,364円。 

  ３項その他諸費84万4,200円、ゼロ、６万5,800円。 

  ４項高額介護サービス等費2,107万5,561円、ゼロ、122万8,439円。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費28万8,907円、ゼロ、278万3,093円。 

  ６項特定入所者介護サービス等費3,567万3,800円、ゼロ、261万2,200円。 

  ３款１項財政安定化基金拠出金ゼロ、ゼロ、1,000円。 

  ４款１項基金積立金2,092万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款地域支援事業費4,019万1,054円、ゼロ、255万946円。 

  １項介護予防生活支援サービス事業費1,199万5,097円、ゼロ、94万7,903円。 

  ２項一般介護予防事業費320万6,032円、ゼロ、21万9,968円。 

  ３項包括的支援事業等費2,495万5,995円、ゼロ、136万1,005円。 

  ４項その他諸費３万3,930円、ゼロ、２万2,070円。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金3,052万5,900円、ゼロ、27万100円。 

  ７款１項予備費ゼロ、ゼロ、100万円。 

  歳出合計、予算現額13億3,023万8,000円、支出済額12億6,638万5,927円、翌年度繰越額ゼ

ロ円、不用額6,385万2,073円、予算現額と支出済額との比較6,385万2,073円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額7,912万6,517円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、33ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、１、歳入総額13億4,551万2,000円、２、歳出総額

12億6,638万6,000円、３、歳入歳出差し引き額7,912万6,000円、４、翌年度へ繰り越すべき

財源ゼロ円、５、実質収支額7,912万6,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の

２の規定による基金繰入金ゼロ円でございます。 

  次に、稲取財産区特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第55号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、御説明

申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款財産収入、１項財産運用収入76万2,696円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款１項繰越金６万8,358円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款諸収入、１項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 
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  歳入合計予算現額83万1,000円、調定額83万1,054円、収入済額83万1,054円、不納欠損額

ゼロ円、収入未済額ゼロ円、予算現額と収入済額との比較54円でございます。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款管理会費、１項管理会委員会費71万9,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款諸支出金、１項繰出金７万2,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款１項予備費ゼロ、ゼロ、４万円。 

  歳出合計、予算現額83万1,000円、支出済額79万1,000円、翌年度繰越額ゼロ円、不用額４

万円、予算現額と支出済額との比較４万円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額４万54円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、９ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、１、歳入総額83万1,000円、２、歳出総額79万

1,000円、３、歳入歳出差し引き額４万円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実

質収支額４万円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼ

ロ円でございます。 

  次に、風力発電事業特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第56号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算につきまして、御説

明申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款財産収入、１項財産運用収入ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３款１項繰越金51万6,212円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款諸収入4,279万2,840円、ゼロ、ゼロ。 

  １項収益事業収入4,112万7,647円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項雑入166万5,193円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計、予算現額4,532万2,000円、調定額4,330万9,052円、収入済額4,330万9,052円、

不納欠損額ゼロ円、収入未済額ゼロ円、予算現額と収入済額との比較△201万2,948円でござ

います。 

  次に、３ページ及び４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 
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  １款電気事業費1,678万5,243円、ゼロ、182万6,757円。 

  １項電気事業管理費２万円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項風力発電事業費1,676万5,243円、ゼロ、182万6,757円。 

  ２款１項公債費2,449万2,808円、ゼロ、1,192円。 

  ３款諸支出金、１項繰出金150万449円、ゼロ、21万5,551円。 

  ４款１項予備費ゼロ、ゼロ、50万円。 

  歳出合計、予算現額4,532万2,000円、支出済額4,277万8,500円、翌年度繰越額ゼロ円、不

用額254万3,500円、予算現額と支出済額との比較254万3,500円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額53万552円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして、11ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、１、歳入総額4,330万9,000円、２、歳出総額

4,277万9,000円、３、歳入歳出差し引き額53万円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、

５、実質収支額53万円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰

入金ゼロ円でございます。 

  なお、別冊主要施策の成果説明書の169ページから178ページに財産に関する調書の詳細が

記されておりますので、御参照ください。 

  以上、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどをお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 引き続き、水道課長より決算概要の説明を求めます。 

  水道課長。 

（水道課長 石井尚徳君登壇） 

○水道課長（石井尚徳君） 続きまして、議案第57号 平成29年度東伊豆町水道事業会計決算

について、概要を御説明申し上げます。 

  款、項の区分による説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、決算書の１ページをお開きください。 

  収益的収入及び支出ですが、収入の第１款水道事業収益は予算額４億5,587万5,000円に対

し、決算額は４億5,590万9,506円で、予算額に比べ３万4,506円の増。 

  第１項営業収益は予算額４億3,099万5,000円に対し、決算額は４億3,048万4,622円で、予

算額に比べ51万378円の減。 

  第２項営業外収益は予算額2,488万円に対し、決算額は2,542万4,884円で、予算額に比べ

54万4,884円の増。 
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  次に、支出ですが、第１款水道事業費用は予算額４億2,850万7,000円に対し、決算額は４

億1,173万1,440円で、不用額は1,677万5,560円。 

  第１項営業費用は、予算額３億8,443万1,000円に対し、決算額は３億7,068万9,642円で、

不用額1,374万1,358円。 

  第２項営業外費用は予算額4,307万5,000円に対し、決算額は4,104万1,798円で、不用額

203万3,202円。 

  第３項特別損失、第４項予備費については、執行がありませんでした。 

  ２ページをお開きください。 

  資本的収入及び支出ですが、収入はありませんでした。 

  支出の第１款資本的支出は予算額１億8,146万8,000円に対し、決算額は１億7,489万875円

で、不用額657万7,125円。 

  第１項建設改良費は予算額9,151万1,000円に対し、決算額は8,493万4,120円で、不用額

657万6,880円。内容としては、３号井戸取水水中ポンプ取りかえ工事など11件の建設工事を

実施しました。建設工事の概況につきましては15ページに記載してあります。 

  第２項企業債償還金は予算額8,995万7,000円に対し、決算額は8,995万6,755円で、不用額

245円。 

  資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億7,489万875円は、過年度分損益勘定留保資

金１億6,546万5,995円、過年度分消費税資本的収支調整額942万5,280円で補てんしました。 

  ３ページと４ページには損益計算書を記載してあります。 

  ４ページをお開きください。 

  事業損益につきましては、当年度純利益が3,786万3,056円となりました。 

  ５ページから８ページには貸借対照表を、９ページと10ページにはキャッシュフロー計算

書を、11ページには剰余金計算書を記載してあります。 

  12ページをお開きください。 

  未処分利益剰余金８億5,962万6,401円につきましては、剰余金処理計算書（案）のとおり

翌年度へ繰り越しとさせていただきました。 

  13ページからは事業報告書、附属資料、参考資料及び注記を添付してありますのでごらん

いただきたいと思います。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 
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○議長（飯田桂司君） ただいま、決算概要の説明がございました。 

  本日は、一括上程されました各会計の決算概要の説明のみとし、決算に対する大綱質疑の

締め切りにつきましては、本日の午前11時30分までとしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、決算に対する大綱質疑の締め切りを本

日の午前11時30分までとすることに決定しました。 

  質問の範囲は、款項目の事業までとし、詳細については特別委員会にて質問していただく

ようお願いします。 

  通告書につきましては、あらかじめ配付してあります用紙を御使用ください。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

  13日は午後１時からの本会議となります。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

  お知らせをします。 

  午前11時30分より議会運営委員会を開催しますので、各委員は出席してください。 

 

散会 午前１０時４６分 
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平成３０年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

                       平成３０年９月１３日（木）午後１時開議 

日程第 １ 議案第５１号 平成２９年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ２ 議案第５２号 平成２９年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

日程第 ３ 議案第５３号 平成２９年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

日程第 ４ 議案第５４号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

日程第 ５ 議案第５５号 平成２９年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

日程第 ６ 議案第５６号 平成２９年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

日程第 ７ 議案第５７号 平成２９年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

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

出席議員（１２名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 

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

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

     ８番  須 佐   衛 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

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

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

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 利 昌 君 
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教 育 長 黒 田 種 樹 君 総 務 課 長 梅 原 裕 一 君 

企画調整課長 遠 藤 一 司 君 税 務 課 長 福 岡 俊 裕 君 

住民福祉課長 齋 藤   匠 君 
住 民 福 祉 課 
参 事 木 田 尚 宏 君 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 健康づくり課 

参 事 村 上 則 将 君 

農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 
農 林 水 産 課 
参 事 梅 原   巧 君 

観光商工課長 森 田 七 徳 君 建 設 課 長 桑 原 建 美 君 

防 災 課 長 竹 内   茂 君 
会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 正 木 三 郎 君 

教育委員会事
務局長補佐兼
社会教育係長 

竹 内 理 恵 君 水 道 課 長 石 井 尚 徳 君 

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 山 田 義 則 君 書 記 吉 田 瑞 樹 君 

───────────────────────────────────────────────── 
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開議 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  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３回定例会第４日目は成立しましたので、開会します。 

  なお、教育委員会事務局長にかわり、教育委員会局長補佐が本日の会に出席するとの届け

出がありましたので、ご報告します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第５１号 平成２９年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

◎日程第２ 議案第５２号 平成２９年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第３ 議案第５３号 平成２９年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第４ 議案第５４号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

◎日程第５ 議案第５５号 平成２９年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第６ 議案第５６号 平成２９年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出
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決算認定について 

◎日程第７ 議案第５７号 平成２９年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○議長（飯田桂司君） 日程第１ 議案第51号 平成29年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認

定についてから日程第７ 議案第57号 平成29年度東伊豆町水道事業会計決算認定について

まで、以上７件を一括議題とします。 

  これより、大綱質疑を行います。 

  質問回数は２回までとし、質問と答弁を含め１人30分以内とします。 

  10番、藤井議員の一般会計決算の大綱質疑を許します。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） それでは、本議会の一般会計決算書に対する大綱質疑を行わせてい

ただきます。 

  通告しておきましたけれども、８款の消防費、これに関して、もう少しこの金額の内容に

ついて詳しい説明が欲しいなというふうに思った次第でございます。というのは、今回、先

般奈良本での火災で大きな犠牲があったということに対して、町民の皆様も非常にショック

だったし、このことに関して哀悼の意を表するとともに、改めて決算書の中での消防組合、

駿東伊豆消防組合事業に対して、分担金が２億9,146万円という大きな額負担しているわけ

ですけれども、これについてはどうなのかと。 

  例えば、これはそちらの組合に入ると、単独で持っているよりも安くなるという話で入っ

ていったと思うのですけれども、その実際上が、当時単独と比べてそういったものが言える

のかどうか、安くなっているのかどうか、それとか現在の人員とか、やや詳しい説明を聞か

せていただければいいのかなというふうに思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長より答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） こんにちは。 

  藤井議員の第１問、８款消防費駿東伊豆消防組合事業における同組合負担金について詳し

い内容をお伺いしたいについてお答えいたします。 

  駿東伊豆消防組合の負担金２億9,164万4,000円の内訳ですが、当町から消防組合に派遣さ

れている消防吏員の人件費及び東伊豆署の運営経費を主とする個別経費と、駿東伊豆消防組

合の全般にかかわる運営経費及び組合採用職員の人件費、消防指令センター運営経費を主と

する共通経費が町の負担する内容となっております。 
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○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） ただいま具体的な数字はちょっといただけなかったのですけれども、

何となく私ども議員も含めて、何かちっとも安くなっていないのではないのかなという思い

があるのです、現在の消防の分担金に関しまして。 

  これ、他市とちょっと私調べてみたのですけれども、河津町と西伊豆町の例があるのです

けれども、例えば当初予算に対して河津町では１億5,343万円、これ、その当初予算に占め

る割合の4.2％です。それから西伊豆町、これに関しては分担金がうちの組合とは違います

けれども、あちらの組合に払っているいずれにせよ消防分担金というのが１億9,222万円と

いうふうになっているわけです。 

  それぞれ予算規模が、西伊豆町の場合は54億8,600万円で、これは何となくうちと似た感

じがするなと、50億前後ですので思うのですけれども、そのうちの西伊豆町は当初予算に占

める消防分担金の割合が１億5,222万円と申したので、これが3.5％に相当するのです。 

  そうしますと、うちの町が平成29年度決算書における予算規模が51億5,592万円、それに

対して消防の分担金が先ほど来町長もおっしゃったように２億9,164万円、そうしますと、

パーセンテージからいいますと、5.6％なのです。予算に占める分担金の比率といいますか

割合が。この5.6％というのは、近隣の市町でもちょっと高いのです。その点で、私はこれ

やはり少し高くなっているのではないかなと。 

  先ほど予算規模が似ている54億と言っている西伊豆町でも3.5％である、その点でうちの

町が5.6幾つかになっているのですが─5.6％としましょう、そうしますと、やはり近隣の

市町と比べてもちょっと高いなというふうに思いますので、これはいろいろな事情があるに

しても、分担金ですから、やはり町としては安いにこしたことはないですけれども、ただ私

は必ずしも安いからいいとかというのではなくて、その負担が上がった分だけサービスが上

がるというようなことであれば、これはやむを得ないじゃないかと。 

  ところが、今、多くの町民が感じているのは、何か救急車なり、ちょっと遅くなっている

のではないのかという疑問とか、火事とか何かでもサイレンが鳴らなくなって、何かそれが

わからなくなっているということで、何かサービスもちょっと格段によくなったというふう

な、目に見えた効果はないのではないかというふうに思っているわけで、そういう意味で費

用対効果をあらしめるために、予算の執行に関して、少し厳密ではなくてはならないのでは

ないかと思っているのですけれども、この辺の町民が高いのではないかと思っている、私ど

ももちょっとこう高いなという感じがするわけで、その辺の見解がありましたらお聞かせい
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ただきたいなと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 藤井議員の質問、高いじゃないか、一般の町に比べて。これは駿東伊

豆消防組合の組合を立ち上げるときに、当時の決算で割り当てました。当時、うちの町の人

件費が消防に占める割合が二億五、六千万じゃなかったかと感じております。そうなると、

多少は上がって─この出動手当とかそういう手当がうちの場合全部入れていなかったもの

で、その手当含めておりますもので、それは多少上がった経緯がありますけども、当時と比

べて駿東伊豆消防と、合併する前と、するときと、出動手当の関係が上がったぐらいで、一

般的には上がっていないと考えております。 

  あとは、担当課長。 

○議長（飯田桂司君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、駿東伊豆消防組合に入った中で、負担がふえているの

ではないかというお話ですが、まず賀茂郡下につきましては、もともと常備消防がありませ

んでした。そういう関係で、あと各賀茂郡下のところは分署、署にはなっておりませんので、

分署という扱いになっていますので、当然そこに勤務する職員の数も少ないです。 

  うちの町については署となっておりますので、当初の消防吏員の数を確保するという形で

は以前から変わっておりません。それと、先ほど町長が申しましたように、人件費、今まで

うちの町につきましては、町の単独であった場合については、時間外等抑制したとか出動手

当の中でもカットしていた部分があったものですから、それについては駿東伊豆消防組合の

基準に照らし合わせて支給を始めているものですから、その辺の人件費というのが上回って

いるというのはあります。 

  あと、資機材整備につきましては、駿東伊豆消防組合全体の予算の中で突出しないという

形で、資機材整備、車両整備等行っていますので、その辺では大きく負担がふえているとい

うことはありますので、御理解お願いします。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、10番、藤井議員の一般会計決算の大綱質疑を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第51号 平成29年度東伊豆町一般会計

歳入歳出決算認定については、５人の委員で構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、

これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第51号については、５人の委員で
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構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しまし

た。 

  お諮りします。ただいま設置されました一般会計決算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元に配付してあります名簿のとおり指

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、一般会計決算審査特別委員会の委

員は、お手元に配付してあります名簿のとおり、選任することに決定しました。 

  ただいま一般会計決算審査特別委員会に付託しました議案第51号については、会議規則第

46条第１項の規定により、来る９月27日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、一般会計決算審査特別委員会において

９月27日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけることに決しました。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第52号 平成29年度東伊豆町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定についてから議案第57号 平成29年度東伊豆町水道事業会計

決算認定についてまでの６件については、６人の委員で構成する特別会計決算審査特別委員

会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、議案第52号から議案第57号までは、６

人の委員で構成する特別会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに

決定しました。 

  お諮りします。ただいま設置されました特別会計決算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元に配付してあります名簿のとおり指

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、特別会計決算審査特別委員会の委

員は、お手元にお配りしてあります名簿のとおり、選任することに決しました。 

  ただいま特別会計決算審査特別委員会に付託しました議案第52号から議案第57号までは、

会議規則第46条第１項の規定により、来る９月27日までに審査を終え、報告できるよう期限
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をつけたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、特別会計決算審査特別委員会において

９月27日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけることに決しました。 

  なお、委員会室として、一般会計決算審査特別委員会には中会議室を、特別会計決算審査

特別委員会には第１委員会室をそれぞれ充ててあります。 

  お諮りします。特別委員会審査のため、９月14日から９月26日までの13日間を休会とした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、９月14日から９月26日までの13日

間を休会することに決定しました。 

  ただいまから委員会を開き、付託案件の審査をお願いします。 

  来る９月27日は、午前９時30分から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論並び

に採決を行います。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、来る９月27日は、午前９時30分か

ら本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論並びに採決を行うことに決定しました。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（飯田桂司君） 本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時１７分 
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平成３０年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第５号） 
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日程第 １ 議案第５１号 平成２９年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について 
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日程第 ３ 議案第５３号 平成２９年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

日程第 ４ 議案第５４号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 
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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３回定例会第18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、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第５１号 平成２９年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

○議長（飯田桂司君） 日程第１ 議案第51号 平成29年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認

定についてを議題とします。 

  一般会計決算特別委員長の報告を求めます。 

  ８番、須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） おはようございます。 

  それでは、朗読させていただきます。 

  平成30年９月27日。東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  一般会計決算審査特別委員会委員長 須佐 衛。 

  一般会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された事件は審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第77条の規定



－228－ 

により報告します。 

  記。 

  事件の番号、議案第51号。 

  件名、平成29年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について。 

  審査の結果、原案認定。 

  一般会計決算審査特別委員会に付託された議案第51号 平成29年度東伊豆町一般会計歳入

歳出決算認定について。 

  審査の対象となった主な事項を報告します。 

  第１、会議回数、月日、場所、出席委員、説明員ほか、こちらに関しましては、以下、御

参照ください。 

  続きまして、４ページ。 

  第２、主な質疑の内容。 

  （１）財政調整基金について（総務課）。 

  問い、財政調整基金は全国的な災害の発生状況から増やすべきではないか。 

  答え、平成22年度末以降は７億円前後で推移している。過去の伊豆大島近海地震の際には

10億円を超える災害復旧費が支出されていることから、目標を標準財政規模の35億円の30％、

10億円と定めており積み増しに努めていきたい。 

  （２）職員採用について（総務課）。 

  問い、職員採用について、職員定数管理計画に沿って行われているか、過不足はないか。 

  答え、職員定数管理計画を念頭に職員配置を行っているが、職員が不足している課は臨時

職員で補っている。技術など専門職の募集をしても応募がないことが問題である。土木・建

築関係や保健師などはインターンシップ等を通じて専門職の採用に努める。 

  （３）職員研修について（総務課）。 

  問い、職員研修に参加している職員数が少なく感じる。また、一般的な研修だけでなく市

町村アカデミー等で実施されている専門的な研修への参加が必要では。 

  答え、役職ごとの専門的な研修も必要と考えている。自主研修に若年層の参加が増加傾向

にある。引き続き積極的に参加を促していく。自主研修、先進地視察について積極的に参加

をしてもらい、予算が不足したら補正をお願いすることも考えている。 

  （４）行政情報メールについて（企画調整課）。 

  問い、行政情報メール配信事業の登録者は増えているのか。 
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  答え、平成30年５月31日現在3,496人と、前年比では約500人増えている。 

  （５）空き家バンク推進事業について（企画調整課）。 

  問い、空き家バンク推進事業の執行額はゼロ円である。相談件数やお試し居住の利用はあ

るが魅力ある物件が少ないのではないか。 

  答え、ほとんどの物件が町なかから離れた別荘地が多く、不用と思えるようなものも見受

けられる。お試し居住施設の利用者も町なかの物件を求めているが、手続や建物の片づけ等

の問題で登録が伸びていない。さまざまな方策を取り入れ、紹介できる物件を増やさないと

移住につながらないと考える。 

  （６）生活路線バス運行事業について（企画調整課）。 

  問い、生活路線バス運行調査を通じてどのような課題が把握できたか。 

  答え、年２回の調査で利用者は240から250人で一定している。これからデマンドバスなど

の需要の調査を行って、バス以外の交通手段を検討したい。福祉有償運送についての動きも

あるので注視していきたい。 

  （７）個人町県民税について（税務課）。 

  問い、個人町県民税の調定額が増えているがその要因は。納税者数はどうか。 

  答え、給与所得者数、営業所得者数は減っているが、経済成長とベースアップなどによっ

て所得は増えている。納税義務者数は少子高齢化により減少しており、平成29年度は8,897

人と前年度比80人の減である。 

  （８）固定資産税について（税務課）。 

  問い、町税の根幹をなしている固定資産税の減少の要因は。今後の見通しは。 

  答え、伊豆では地価が年2.0～2.2％の下落傾向にあり、増収は見込めない。家屋について

は新築木造25件から23件２減、非木造も７件から２件に５減となったが、滅失家屋が少なか

ったために調定では増減なしとなった。評価替え基準年度は３年間、減価により新築家屋が

増えなければ家屋も減少傾向になる。 

  （９）滞納整理について（税務課）。 

  問い、静岡地方税滞納整理機構、賀茂税債権整理回収協議会との連携により収納率は上が

っている。どういう分担で滞納整理を進めたのか。 

  答え、毎年効率的な徴収方法を検討し枠組みは多少変更している。平成29年度は町内10万

円以上の滞納者と町外１万円以上の滞納者については協議会の職員が、それ以外の滞納者は

町職員対応している。滞納件数は町内1,053件、町外884件で、担当職員の負担が均等になる
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ように検討して配分している。絶えず町職員がよいのか、協議会の職員がよいのかなど担当

の見直しを行い、相互に協力して柔軟に対応している。なお、地方税滞納整理機構へは年間

10件を移管して対応している。 

  （10）ごみ減量対策事業について（住民福祉課）。 

  問い、事業系ごみの把握はできているか。ごみに含まれる含水率対策は。 

  答え、許可業者や町の収集については把握できるが、個々については把握していない。エ

コセンターでごみ質調査を行っている。時期によりばらつきはあるが、おおむね44～47％で

ある。食品ロスや水切りなどのごみ減量化の取り組みをしているが、広報で周知するしか方

法がない。 

  （11）エコセンター負担金について（総務課）。 

  問い、エコセンター負担金をどのように考えているか。 

  答え、現在行われている改修工事が終われば、毎年１億円を超える償還金の負担が始まる。

大きな負担であり、ごみの有料化も考えなければならない時期に来ている。 

  （12）ひとり暮らし緊急通報システムについて（住民福祉課）。 

  問い、ひとり暮らし緊急通報システムの撤去の内容は。高齢者世帯でも利用できないか。 

  答え、死亡で６台、施設入所で２台、入院で１台、機械は撤去して保管してある。ひとり

暮らしだけでなく、高齢者世帯でも申請を受け付けている。 

  次のページをおめくりください。 

  （13）高齢者等配食サービス事業について（住民福祉課）。 

  問い、高齢者等配食サービス事業の利用は。利用制限等が利用頻度を低下させているので

は。 

  答え、利用者は、平成29年度31名で前年度比９名減だった。減少理由を調査して、今後検

討していきたい。 

  （14）ファミリーサポートセンター事業について（住民福祉課）。 

  問い、事業の利用状況と啓発の取り組みは。 

  答え、利用実績はありません。依頼会員と提供会員がそもそも会発足前から送迎などを無

償で行っている現状がある。依頼会員の多くは稲取保育園の保護者であるので、園からも保

護者への利用を促してもらっている。 

  （15）健康づくり事業への参加促進について（健康づくり課）。 

  問い、現在行われている教室では同じ人の申し込みが多く、新規入会が難しいが。 
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  答え、参加者の固定化は当初からの問題である。アスド会館での教室は気づきづらい部分

もあったが、今後は目に見える形にしていきたい。 

  （16）若年者生活習慣病予防健診について（健康づくり課）。 

  問い、若年者生活習慣病予防健診の受診率は。また、健診は週末に行っているか。 

  答え、1,555人の対象者に対し124人の受診者なので、約８％の受診率である。仕事を持っ

ている人や健診を受ける機会の少ない主婦を中心に積極的に受診勧奨していきたい。週末の

健診については、特定健診のときに受診できるようにしている。特に女性については、婦人

科検診と乳がん検診とを同時に受診できるよう配慮している。 

  （17）市民農園の運営について（農林水産課）。 

  問い、収支の黒字についての活用の考えは。また、利用者数の状況は。 

  答え、基金に積み立てる等の議論はされている。歳入は一定の額が見込めるので、歳出を

極力減らし黒字を増やしていきたい。利用者数については日帰り型農園で20件、滞在型農園

は９棟であったが、今年になり１件ずつの増となっている。募集に関しては、国道135号線

沿いのコンビニ、大型商業施設、観光案内所、道の駅等の集客施設等に宣伝用のポスターや

チラシを置かせてもらっている。 

  （18）農地利用最適化推進委員について（農林水産課）。 

  問い、活動内容と町内の耕作放棄地の現状把握は。 

  答え、担当している地区の農地の全筆確認を毎年行っている。調査には臨時職員と振興係

長も同行し、耕作放棄地の判断をしている。その情報は農地の規模拡大などの意向があった

ときに役立っている。実施状況は現時点60％が調査済みで、大川、北川、稲取の入谷の一部

が未実施地区となっている。 

  （19）水産振興事業について（農林水産課）。 

  問い、水産振興事業で放流したアマゴ等の定着についての調査はされているか。 

  答え、どの市町でも追跡調査までは行ってない。水産物の調査等は県の水産試験場で実施

されてはいるが、県においても特段数値をとっての調査はしていない。 

  （20）プレミアム商品券について（観光商工課）。 

  問い、プレミアム商品券の実績、利用できる店舗は。 

  答え、サービス店会加盟店が主で、その他の小売店ではスーパーやガソリンスタンド、美

容院等である。メール予約を行ったことで若者や子育て世代には好評だった。 

  （21）ロケ誘致について（観光商工課）。 
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  問い、ロケ誘致でどのような効果があったか。 

  答え、経済効果としてはロケ弁当、宿泊などで1,305万円になる。町の露出効果を狙った

が、撮影終了後は公表が禁じられる場合が多いため、今後はロケ地を当町限定にするものや、

名前の公表が可能なものに絞るなど検討していきたい。 

  （22）電波宣伝委託料について（観光商工課）。 

  問い、電波宣伝委託料について、県外についての取り組みはあるか。 

  答え、ＩＫＣ「いい伊豆みつけた」を首都圏向けに放送した。テレビ神奈川は時間帯によ

っては東京キー局より視聴率があるので効果が大きい。東京キー局は費用が膨大で予算内

（200万円）では難しい。 

  （23）インバウンド等対策事業について（観光商工課）。 

  問い、インバウンド等対策事業の活動内容は。 

  答え、団体バスやメディア対応、台湾での商談会にトップセールス、美伊豆の事業など補

助金支給として対応している。おもてなし部分としては、商談会の資料としてパンフレット

等を３カ国語で対応している。 

  （24）住宅耐震化事業について（建設課）。 

  問い、住宅耐震化事業はどれぐらいの対象家屋数で、何割ぐらい対応できたか。 

  答え、昭和56年度以前の木造建築対象者にダイレクトメールを通知し、昨年度申請された

件数が10件である。診断の結果、補強計画と耐震補強の１件ずつにつき事業を行った。 

  （25）地籍調査について（建設課）。 

  問い、地籍調査の状況は。 

  答え、濁川河口付近183筆の立ち会いを実施し境界の調査をしたところ、筆界未定が２件

確認された。内訳は、死亡により立ち会いができないことによる隣接者13筆と、水路の境界

が納得できないもので、筆界未定筆の関係者には後日状況説明を行った。 

  次のページをおあけください。 

  （26）医薬品備蓄センター運営費負担金について（防災課）。 

  問い、医薬品備蓄センター運営費負担金で備蓄している医薬品は。 

  答え、静岡県の医薬品備蓄センターが松崎町にあり、賀茂地区の医薬品を備蓄している。

医薬品については軽度のけがに対応できるものである。それ以外は賀茂地区の薬剤師会と各

市町で協定を結んでいる。 

  （27）整備した資機材について（防災課）。 
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  問い、発電機の維持管理はどうなっているか。油圧爪つきジャッキの使用者への研修は。 

  答え、発電機は月に１回の手入れを区にお願いしている。油圧爪つきジャッキについては、

消防署や自衛隊を講師に各地区に救出救助訓練の実施をお願いしている。 

  （28）学校教育環境整備について（教育委員会）。 

  問い、総合教育会議ではどのような協議が行われたか。 

  答え、学校教育環境整備委員会の答申は、「中学校の統合又は稲取・熱川両地区にそれぞ

れ小中一貫校を整備する」といった内容であった。この答申により総合教育会議を計３回開

催し、新しい学校教育の形や当町にふさわしい特色のある学校教育を目指すことで「小中一

貫教育」に絞り、より具体的な研究を進めることとした。 

  （29）選手派遣費補助金について（教育委員会）。 

  問い、中学校の部活について、部活にない種目を続けている生徒もいるが、選手派遣費補

助金の対象となっているか。 

  答え、これまでも町長、教育長の判断を仰ぎ判断してきたが、事務局としては、部活動に

ない種目でも、それぞれの中学校の代表として試合に出場するのであれば対象としてよいの

ではないかと考えている。 

  （30）幼稚園教育について（教育委員会）。 

  問い、幼稚園で行われていることばの教室の回数は。 

  答え、熱川・稲取両園でそれぞれ15回ずつ実施している。それ以上については問題がある

と判断された場合、臨床心理士の意見を踏まえ、就学支援委員会において、その子の今後に

ついて話し合うことになる。 

  第３、その他の質疑事項、以下は御参照ください。 

  次のページをおめくりください。 

  11ページ、第４、決算に対する意見。 

  （１）財政調整基金について。 

  財政調整基金は、平成29年度末現在高で７億1,675万2,000円となった。国の基準を超えて

はいるが、賀茂郡の町の中では最低の規模である。財政調整基金は予算の弾力的な運営に資

する役割があるが、同時に災害発生時には国県の支援が届くまでの間、被災者支援を行う重

要な役割も担っている。財務省との協議でも標準財政規模の30％程度、おおむね10億円の確

保が必要との指導もあることなので、財政調整基金の積み立てを計画的に行うよう対応され

たい。 
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  （２）交流・定住促進事業について。 

  移住相談会や移住フェアなど展開されている交流・定住促進事業は一定の効果を上げてい

るが、着地点である空き家バンク推進事業については平成29年度での利用実績がなかった。

田舎暮らしを実感できる物件が少ない状況もあり、地域で活用されていない空き家を再度発

掘・調整し、移住希望者に提供できる環境を整え、定住者の確保につなげられたい。 

  （３）老人福祉費について。 

  ひとり暮らし老人緊急通報システムでは新設数より撤去数が多く、高齢者等配食サービス

事業もわずかながら減額になっている。町では高齢化が進み、高齢者（単身・夫婦）世帯が

増加している中、特にこの２つの事業については、町で自立して生きていく上では欠くこと

のできない施策となっており、高齢者が安心して暮らしていけるよう、さらなる制度の見直

しと拡充に努められたい。 

  以上のとおり、質疑の対象となった事項と意見を付し、全会一致で原案を認定すべきもの

と決定したことを報告します。 

○議長（飯田桂司君） これより一般会計決算審査特別委員長の報告に対する質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「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。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第51号 平成29年度東伊豆町一般会計

歳入歳出決算認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

り認定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、本案は認定することに決しました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第５２号 平成２９年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出
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決算認定について 

◎日程第 ３ 議案第５３号 平成２９年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入

 歳出決算認定について 

◎日程第 ４ 議案第５４号 平成２９年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決

 算認定について 

◎日程第 ５ 議案第５５号 平成２９年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出

 決算認定について 

◎日程第 ６ 議案第５６号 平成２９年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳

 出決算認定について 

◎日程第 ７ 議案第５７号 平成２９年度東伊豆町水道事業会計決算認定につい

 て 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 議案第52号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定についてから日程第７ 議案第57号 平成29年度東伊豆町水道事業会計決算

認定についてまで、以上６件を一括議題とします。 

  特別会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  13番、定居委員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 特別会計決算審査の結果を朗読をもって報告させていただきます。 

  平成30年９月27日。東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  特別会計決算審査特別委員会委員長 定居利子。 

  特別会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された事件は審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第77条の規

定により報告をします。 

  記。 

  事件の番号、件名、審査の結果。 

  議案第52号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案

認定。 

  議案第53号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、原

案認定。 

  議案第54号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案認定。 
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  議案第55号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について、原案認

定。 

  議案第56号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、原案

認定。 

  議案第57号 平成29年度東伊豆町水道事業会計決算認定について、原案認定。 

  特別会計決算審査特別委員会に付託された 

  １、議案第52号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  ２、議案第53号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

  ３、議案第54号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  ４、議案第55号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

  ５、議案第56号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  ６、議案第57号 平成29年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

  審査の対象となった主な事項を報告します。 

  第１、会議回数、月日、場所、出席委員等につきましては、記載のとおりですので、省略

をさせていただきます。 

  ３ページをお開きください。 

  第２、審査の要旨。 

  １、平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の内容。 

  問い、保険税の現年分について、予算編成での見込みと決算時の収納率は。 

  答え、予算では、特別徴収は100％、普通徴収は一般分90％、退職分92％を見込んだ。決

算時の収納率は93.72％で、前年対比1.36％の増となった。 

  問い、保険税の現年分で不納欠損があるがその内容は。また収入未済の件数は。 

  答え、現年分の不納欠損は国外転出によるもので７名16件。収入未済は現年分1,586件、

滞納繰越分4,819件となった。 

  問い、不納欠損の今後の動向はどう見ているか。 

  答え、滞納整理が強化されたことにより、今後も少しずつ減っていくものと思われる。 

  問い、出産一時金の増の理由は。 

  答え、平成29年度の助成対象者は16名で、前年と比べ７名の増となったため。 

  問い、高額療養費と療養給付費の減の理由は。 
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  答え、後期高齢者医療への移行等の理由により被保険者が減少したため。 

  問い、コンビニ収納代行業務委託料の１件当たりの料金及びコンビニ収納の全体に占める

割合と金額は。また、納付はどこでも可能か。 

  答え、コンビニ委託料は１件あたり税抜きで56円。コンビニ収納の割合は11.0％で、納付

については全国のコンビニどこでも可能である。 

  問い、人間ドック補助金、がん検診補助金の利用者数は前年比でどうだったのか。 

  答え、前年比で人間ドック１名増、がん検診は43名の減となっている。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告いたします。 

  ２、平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の内容。 

  問い、保険料の収入未済の件数は。 

  答え、現年分については281件68人、滞納繰越分については400件105人となった。 

  問い、不納欠損の件数はどのような状況か。 

  答え、146件で、時効による消滅は83件、即時欠損は63件となっている。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  ３、平成29年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の内容。 

  問い、保険料の収入未済額と内訳は。また、介護保険料を滞納した場合の制約はあるのか。 

  答え、収入未済額746万800円で人数は188人。滞納した場合は、滞納期間に応じ介護サー

ビスを利用する際に制限がかかる。 

  問い、不納欠損の内容は。 

  答え、死亡18件、転出、職権消除それぞれ２件、生活困窮16件、その他98件となっている。 

  問い、死亡による不納欠損の場合、相続人等から徴収することはできないのか。 

  答え、死亡者の多くが独居者のため難しい。 

  問い、要介護認定等の申請件数や要介護者数の減の要因は。 

  答え、要介護認定の有効期間は介護度や申請の区分等により６カ月から２年の期間となっ

ている。そのため、介護認定更新の申請件数は年によってばらつきがあり、平成29年度は少

ない年だったと考える。 
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  また、認定者の中で死亡した方が前年比で20人以上多かったことも主な要因である。 

  問い、居宅介護サービス利用者の減の要因は。 

  答え、昨年４月にスタートした総合事業は、軽度者が介護認定を受けなくてもサービスを

受けられることが可能となった。そのため、軽度者が総合事業に移行したことにより、居宅

介護サービス利用者の減につながったと考えられる。 

  （２）決算に対する意見。 

  アスド会館プールが閉鎖されたが、介護予防は重要であることから代替施設の検討を含め、

今後も引き続き介護予防事業の充実を図られたい。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と意見を付し、全会一致で原案を認定すべき

ものと決定したことを報告します。 

  ４、平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の内容。 

  問い、天草事業の状況は。 

  答え、平成29年度は地域おこし協力隊１名を雇い、アクアラングでの操業を試験的に行っ

ており、２回の操業で392キログラムの水揚げがあった。 

  また、女性３名ほどダイビングのトレーニングをして操業しようという動きがあるが、今

シーズンは１回の潜水でまだ結果が出ていない状況である。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  ５、平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の内容。 

  問い、償還最終年は本年と思うが間違いないか。 

  答え、今年度、返済して完済となる。 

  問い、平成29年度に風車２基が停止し、今年度は残りの１基も停止している。停止中の風

車のメンテナンス費用を考えたときに、撤去する方法も選択の一つと考えるが費用的にどう

か。 

  答え、風車３基全てを撤去した場合、費用には4,400万円ほどかかる。３基とも動かない

中でメンテナンス費用をかけるのは不合理なため、発電を停止する場合は撤去の選択が適当

であると考える。 

  現在は、民間企業と新規事業の検証を行っており、事業化できれば既存施設の撤去も事業
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計画に含まれる。そのため、2022年ごろの開業までの期間であれば、停止中の風車をメンテ

ナンスした方が安いと考える。 

  問い、民間企業との共同事業はどの程度進捗しているのか。 

  答え、現在、民間企業で特別目的会社の設立の準備等を進めている。 

  問い、民間企業の財務状況や事業の収益についてどう考えているか。 

  答え、事業形態がＰＦＩ方式に近く、特別目的会社を設立し運営する。融資についてもプ

ロジェクトファイナンスで、20年間の事業計画でリスク等も勘案した中で金融機関が融資す

るという形をとる。町はその会社に投資するという形なので町のリスクはないと考える。 

  問い、事業開始から現在までの一般会計の繰出金総額は。また、メリットはどのようなも

のがあったのか。 

  答え、平成29年度までに約7,500万円を一般会計に繰り出ししている。この繰出金は、家

庭用太陽光発電・合併処理浄化槽の補助金、公共施設での太陽光発電の設置、温泉発電施設

整備、電気自動車購入、アースキッズ事業などさまざまな環境施策に活用されてきた。 

  問い、基金が計画どおり積み立てされておらず、風力発電会計の運営のあり方として疑問

であるが。 

  答え、基金については、平成20年度末には7,600万円の残高であったが、落雷事故による

修繕費等のため基金取り崩しを行い、平成28年度に基金残高がゼロとなった。20年間の事業

を終えて撤去費用を確保しておくという目標であったが、会計の運営としては適切でなかっ

たと考える。 

  （２）決算に対する意見。 

  民間企業との共同事業による風力発電の新設が検討されていることだが、これまでも落雷

による故障など想定外の事故が発生していることから、当初計画した事業が順調に進むこと

は非常に難しいと考える。 

  また、大型風車の建設が想定されることから近隣の保育所、商業施設への低周波、騒音な

どによる影響について十分調査した上で慎重に検討されたい。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と意見を付し、全会一致で原案を認定すべき

ものと決定したことを報告します。 

  ６、平成29年度東伊豆町水道事業会計決算認定について。 

  （１）主な質疑の内容。 

  問い、施設利用の最大稼働率が55.4％であるが、今後、浄水場の改修等を考えると規模を
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小さくしてもよいのではないか。 

  答え、昨年、策定したアセットマネジメント計画では、30年後の給水人口は現在の53％、

給水量については55％まで落ち込むことを見越している。白田浄水場更新については、現在、

検討中であるが、同規模の浄水場を更新した場合の試算が27億円から28億円と多額となるこ

とから、浄水場をコンパクトにする必要があると考える。 

  また、平成27、28年度に掘削した水井戸と３号井戸を使用すれば入谷・水下地区を除く稲

取地区の水量の７割は賄うことができるのではないかと考えているため、これらを判断材料

として施設の規模を検討していきたい。 

  問い、災害等が発生した場合、重要施設、病院への給水についての対応は。 

  答え、給水車での給水を基本に考えている。また、災害時は全国の自治体の中で支援し合

える体制が確立されている。 

  問い、収益的収支が黒字の要因は何か。 

  答え、水道事業会計は、企業会計の原則である「効率的な運営を考慮した予算」とするた

め、2,736万8,000円の黒字を見込み予算を編成したが、決算が黒字となった主な要因として

次の点が挙げられる。 

  ①職員の人事異動により人件費減となったため。 

  ②動力費（電気料金）が予算で見込んだ金額より約700万円程度安価となったため。 

  ③４条予算（資本的支出）の工事が若干少なくなったことなどにより、消費税が見込んだ

金額より190万円程度の減となったため。 

  ④高濃度薬品に一部切りかえたことによる薬品費減のため。 

  問い、アセットマネジメント計画策定業務の意義は。 

  答え、アセットマネジメント計画は、水道事業を将来にわたって持続的な経営を確保して

いくことを目的として策定したものである。 

  アセットマネジメント（資産管理）を通じて、水道事業の資産の現状と将来必要となる更

新費用を正確に把握することができたことは非常に意義があったと考える。 

  この計画をもとに、現行の財政措置の分析、料金水準の適正化、経営基盤の強化、あるい

は広域化ができる部分は進めていくことなど、今後の検討の方向性を出していくことになる。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項を付し、全会一致で原案を認定すべきものと

決定したことを報告します。 

  よろしく御審議のほどお願いいたします。 
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○議長（飯田桂司君） お諮りします。日程第２ 議案第52号から日程第７ 議案第57号まで

の平成29年度特別会計及び水道事業会計の決算６件について、一括質疑とすることにしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、議案第52号から議案第57号までを

一括質疑とします。 

  それでは、議案第52号から議案第57号までについて、特別会計決算審査特別委員長の報告

に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「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。 

  これより議案第52号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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52号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定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、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第53号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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53号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定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、本案は認定することに決しました。 
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  次に、議案第54号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論

に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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54号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを

採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定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、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第55号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について討

論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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55号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定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、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第56号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について

討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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56号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定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、本案は認定することに決しました。 
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  次に、議案第57号 平成29年度東伊豆町水道事業会計決算認定について討論に入ります。

討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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57号 平成29年度東伊豆町水道事業会計決算認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定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、本案は認定することに決しました。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第５８号 財産の処分について 

○議長（飯田桂司君） 日程第８ 議案第58号 財産の処分についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第58号 財産の処分について提案理由を申し上げます。 

  有限会社レップジャパンより、動物飼育者養成機関の用途に供したいと土地及び建物の売

り払い要望を受けておりましたが、諸条件について合意に至りましたので、売却手続を進め

るため財産の処分について議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） ただいま提案されました議案第58号 財産の処分について概

要説明をさせていただきます。 

  このたび、有限会社レップジャパンより、動物飼育者養成機関の用途に供するため、アス

ド会館の土地及び建物の売り払い要望があり、行政財産から普通財産への変更手続が整った

ため、財産の処分についてお諮りするものです。 
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  それでは、朗読をもって説明とさせていただきます。 

  議案第58号 財産の処分について。 

  次のとおり財産を処分したいので、地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

  記。 

  １、処分する財産。土地及び建物。 

  ２、処分財産の表示。 

  （１）所在地番、東伊豆町白田字アスド1652－６。地目、宅地。地籍、6,195.50平米です。

備考、会館の敷地。 

  （２）所在地番、東伊豆町白田字アスド1652－１。家屋番号、1652－１－１。床面積

6,733.16平米。構造、鉄筋コンクリート６階建て、会館建物。 

  （３）所在地番、東伊豆町白田字アスド1652－６。家屋番号、1652－６。床面積、17.92

平米。構造、無鉄筋コンクリート１階建て、発電室。 

  ３、相手方、静岡市駿河区下川原４丁目22番23号、有限会社レップジャパン、代表取締役

白輪剛史。 

  ４、指定用途、動物飼育者養成機関。 

  ５、処分金額、1,000万円。 

  ２枚目、３枚目に対象の土地及び建物を図示してありますので、御参照ください。 

  以上、簡単ですが説明にかえさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） これに関しては、私も再三質問等しておるところでございますけれ

ども、当初、これの価格に関して適正かどうかというようなことで、何らかの公的な機関を

入れるべきではないかというふうな話だったんですけれども、先日の答弁では不動産鑑定士

を入れたというふうにおっしゃいました。しかし、それに関しては、議会のほうには全然示

されていないんですよ。これは、町の費用として鑑定士を入れて、幾らの評価をされている

のか。これに関して、やっぱり明らかにしておくべきではないかというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 先日の一般質問でも御答弁いたしましたけれども、不動産評
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価額といたしましては2,890万8,000円となっております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） ただいまの金額は土地、建物両方についてでしょうか。宅地

6.195.5平米、それから建物、これ両方入れてこの金額だったということですね。 

  それと、不動産の鑑定料というふうなものは、これは町の会計から出しているかと思うん

ですけれども、この辺は、当初は本当は入れないというふうに言っていたんですけれども、

入れたということの経過とか、それから鑑定士費用、それから議会にはなぜ報告がされなか

ったのかに関して、ちょっとお伺いしてお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） 事務的なものは担当から答弁いたさせますが、なぜ不動産鑑定士を入

れたか。これは議会のほうからその要望もありました。一応、ちゃんとした不動産鑑定士を

入れた中である程度、認識をしたらどうかという中で、不動産鑑定士入れさせてもらったの

が現状でございます。不動産鑑定士の結果ですが、一般質問の中で報告いたしました。皆さ

んにはそのときになりましたが、一応そのような形で報告いたしましたもので、時間がなか

ったと言えばそれまでですけれども、一応ある程度、不動産鑑定士を入れたのはその経過と、

報告につきましては一般質問の中で担当課長より口頭で答弁したことでございます。ほかの

鑑定料につきましては、担当課より答弁いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） この費用につきましては予備費で対応させていただきました。

細かい金額までちょっと手元にないんですけれども、およそ30万程度で委託したところでご

ざいます。 

○議長（飯田桂司君） ほかに。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 資料として添付されているものなんですが、敷地として赤く塗られ

ている敷地と、その次に建物のほうが該当するものが青く塗られているという中身で見ます

と、敷地のところに昔、管理事務所だったところの敷地が入っている。しかし、建物のほう

はそこは入っていないということに見えるんですけれども、これはどういう意図があるのか。

そうすると、結局敷地のほうを向こうに渡してしまったところに建っている建物ということ

になると、将来的にはそこはほとんど無償であげちゃったみたいな形にも、将来のトラブル
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にもなるのではないかなというふうに思います。 

  また、あと売却するところの周辺、売却先はほとんど宅地のところしか持っていかないわ

けですから、そうすると、例えばプール周辺とか建物の周辺の部分が町の管理になってくる

のかなと。そうすると、やっぱりこの辺は利用している中で草刈りや管理等が必要になる場

所になってしまうのかなというふうに考えるんですが、残余地の当面の管理についてはどの

ようにお考えですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 一応、山田議員御指摘のように、赤のところに建物が建っております。

と申しますのは、これを分筆とすると莫大な金がかかるという中で、その中で一応、建物に

つきましては町が所有していきたいという中で、相手方が所有するのは、そういう状況の中

で相手方も納得してくれない。やっぱりこの分筆も面積があれで、測量費が相当かかるもの

で、その中で相手方との中でこういうことになりましたもので、その辺は御理解願いたいと

思います。 

  あと、残ったところの管理ですか。その辺は以前のような感じで、同じような方法で管理

していきたい。そして、プールに関しましては、議会と相談いたしますが、町といたしまし

てはこれは撤去するような方向でいきたいなと考えておりますもので、その辺は御理解願い

たいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 確かにそういう点で言うと、分筆をするということについて費用が

かかるという問題もそのとおりかなと思います。そうしますと、その辺は契約上、敷地は建

っている建物については町の所有ということについては契約書なんかにもうたわれて、はっ

きり確認されていく中身になるんでしょうか。やっぱり土地がそのままになって、こういう

形で図面が出てくると、曖昧なままではちょっと問題が後々生じるのかなというふうに懸念

されますが。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 一応、覚書の中でこれは書いてあるようにしたいと。契約書の中でこ

れは入っていません。覚書の中で一応言ってあります。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありますか。 
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（「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。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） これは、公有地の売却、いわゆる私たち町民の財産の一環でありま

すので、私は念には念を入れて、私どもの責任でもありますし、慎重に行っていただきたい

と再三申しておりました。 

  そもそも公有地の売却というのは、法律上は自治法にしろ何にしろ一般競争入札というの

がこれは大原則で、それについて、もちろん今回の随意契約に関してそういう例外規定等々

があるのは存じておりますけれども、その場合の、今回の件に関しては、それに該当する緊

急性とか、あるいは必然性、そういったものは感じられない。したがって、これに関しては、

なぜ一般競争入札等々でなくて随意契約という、この１社だけだったのかということに関し

て、私は不当ではないかというふうに思っております。 

  それから、売却するに当たっても、価格が適正かどうかに関して、先ほど不動産鑑定士か

らの鑑定も出ました。しかし、それも含めて、2,890万であるというふうな鑑定が出ている

けれども、今回に関しては1,000万円で売却するんだというふうなことであれば、これはや

はり町民に対しては損害を与えることになっているんではないかと私は思います。そういう

意味で、これに関してはちょっと疑義があると。 

  それから、売却の仕方が、先ほど14番議員も尋ねたように、ドーナツ状に、いわば売却さ

れてしまう。つまり、６万4,000平米という中の6,195ですから１割にも満たない。そうしま

すと、いいとこ取りで真ん中だけ、宅地の部分だけが売られて、周りの９割以上、それが残

されてしまう。このことによって、町が管理ですね、そういったものにもお金がかかってい

くわけですし、さらに、これは売るに売れないような、これは残された土地、そういった売

り方に関しても非常に疑義がある。町の荷物になるんではないかというふうに考えます。 

  それと、次に、これは私も提案したんですが、先方と交渉中だということで私も提案した

んですが、公有地の売却に当たっては必ずしも売却という方法でなくても、これは賃貸とい

う方法もあるんではないかという、南伊豆町の例なんかも示しまして申したんですけれども、

そのような貸与です。無償貸与でも結構ですよ。そういう貸与する。そうすると、これは先

方さんが事業を継続しなくなった場合には町のものとしてまた使えるということで、当然そ

ういうような方法がとられてしかるべきではないか。最後の最後までそういう交渉をされた
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のかというふうに、私にはちょっとそういうふうに見えないんで、これは本当に粘り強い交

渉が必要だったんではないか。 

  今回の北海道地震なんかも見ましても、想定されないところに地震等が起こるところから、

これは町の庁舎、あるいはボランティアの受け入れ施設、そういったところをやっぱり確保

しておくという、町の多少の空きスペースもあるべきであるし、恐らく百年の計とまでは言

わないまでも、10年先くらいになりますと、あのとき1,000万で手放したのはもったいなか

ったなというふうに私は思うときが必ずあると思うんですよ。そのときは、町長はどう責任

とるかわかりませんが、私はこういう売却に関しては非常に疑義があるものですので、この

売却処分に関しては、私は反対させていただきます。 

○議長（飯田桂司君） 今、10番、藤井議員より法案に反対する発言がありました。 

  次に、法案に賛成の発言を許します。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 私は、このアスドにつきましては、本来ならば数年前に売却をする

チャンスがあったという。そのときに、これが本当に売却が可能で成立していたならば、町

がそれからあそこの維持管理費に使った億に近い金、これも助かったんじゃないかなと思う

し、また売却した資金をもとにして保健福祉センターのプールだとか、そういう今利用して

いる人たちの、もっと前からそういう代替の施設もできたチャンスがそのときにあったんじ

ゃないのかなという、私は気持ちがするわけでございます。ましてや、伊東の例をとります

と申しわけないんですけれども、やはり自治体が土地を買ったり、売ったりすることについ

ては、それなりのやはり注意深さが必要だろうと思うわけでございます。 

  その点で、先ほどの答弁の中にも鑑定士を入れまして、売却の値段につきましても、それ

相応の値段の値としては1,000万で売るという形を決定したという、そういう話もしてござ

いますから、私はその点については妥当だろうという、金額についても妥当だろうと思って

おります。 

  やはり、このアスド会館がこの町にとりましての、いわば本当に当初の期待が大きかった

せいかどうかわかりませんけれども、今、町の財政の中ではあそこを維持するという形につ

いては非常に圧迫を感じる困難な事態が発生しているわけでございますものですから、やは

りあそこの売却を進めて、次なる期待性の中でレップジャパンの運営する事業に期待をして

いきたいなということと同時に、やはりあそこで今やっている健康づくり事業につきまして

も、さらなる別なところでの企画もお願いをしていきたいとして、そういう気持ちの中で私
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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） ほかに討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） これで討論を終結します。 

  これより議案第58号 財産の処分についてを採決します。この採決は起立によって行いま

す。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  この際、10時55分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時４１分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第９ 防災情報システム整備特別委員会の中間報告について 

○議長（飯田桂司君） 日程第９ 防災情報システム整備特別委員会の中間報告についてを議

題とします。 

  本件について、防災情報システム整備特別委員長の報告を求めます。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 朗読をもちまして報告とさせていただきます。 

  平成30年９月27日。東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  防災情報システム整備特別委員会委員長 山田直志。 

  防災情報システム整備特別委員会調査中間報告書。 

  本委員会に付託された事件について、調査の結果を別紙のとおり、会議規則第47条第２ 

項の規定により報告をします。 
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  １枚おめくりください。 

  １、検討内容。 

  委員会では、平成30年１月25日に開催した臨時会の中間報告において、「現在のアナログ

波に代わる防災行政無線（同報系）について、ポケベル方式（280メガヘルツ帯）が最適で

あると判断した」との方針を示した。 

  しかし、本年度開催の委員会にて、防災課より「アナログ波であってもスプリアス対応さ

れた機器においては、起債対象となり防災行政無線として活用できる」との検討結果が報告

された。資料１、資料２を参照ください。 

  そのため委員会では、以下の点を注視し再度検討を行った。 

  ①戸別受信への対応。 

  ②大規模災害時の対応。 

  ③建設費・維持費等財政負担。 

  検討の結果、スプリアス対応されたアナログ波を防災情報システムに採用することが現時

点では最善との結論に至った。 

  １枚おめくりください。 

  ２、スプリアス対応方式について。 

  （１）メリット。 

  ア、安定した技術がある。 

  イ、既存の浅間山送信局、大川再送信局が利用できるため経費を抑えることが可能と思わ

れる。 

  （２）デメリット。 

  ア、今回は起債対象となり整備できるが、国はデジタル化を推進しているため、次期（15

年から20年後）整備では別の方式での新たな整備が必要となる可能性がある。 

  ただし、今後、ポケベル波やＩＰ通信の実績が図れることと新たな技術開発が進んでいく

可能性もあるため、より確実でよい技術を次回、導入することが期待される。 

  ３、今後の課題。 

  （１）現在70基ある屋外拡声子局（スピーカー）も老朽化しており、難聴、騒音などの課

題も多いことから、今後は維持費や設置位置などを考慮し、高機能スピーカーの導入なども

含めて検討する必要がある。 

  （２）戸別受信については、災害情報を町民に確実に伝えることが最も望ましい体系であ
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る。メールやアプリの活用は簡単であるが、スマートフォンを持たない方、高齢者・要配慮

者等にも配慮してシステムを検討する必要がある。 

  以上でございます。 

○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。 

  以上で防災情報システム整備特別委員会の中間報告についてを終了いたします。 

 

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

 

◎日程第１０ 議会改革調査特別委員会の中間報告について 

○議長（飯田桂司君） 日程第10 議会改革調査特別委員会の中間報告についてを議題とします。 

  本件について、議会改革調査特別委員長の報告を求めます。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 朗読をもちまして報告とさせていただきます。 

  平成30年９月27日。東伊豆町議会議長 飯田桂司様。 

  議会改革調査特別委員会委員長 山田直志。 

  議会改革調査特別委員会調査中間報告書。 

  本委員会に付託された事件について、調査の結果を別紙のとおり、会議規則第47条第２ 

項の規定により報告します。 

  お開きください。 

  １、委員会の調査方針。 

  （１）委員からの意見を集約して、重点を定め調査を行う。 

  （２）試行を行い、町民の声も聞きながら検証する。 

  （３）全国町村議長会の調査や既に改革を実施している市町の状況を参考とする。 

  ２、議会改革の目標。 

  町民に開かれた議会に。 

  ３、当町の現状。 

  情報共有、住民参加、機能強化を中心に評価する早稲田大学マニフェスト研究所議会改革

調査部の調べでは、我が町の議会改革度は、1,318議会中1,215位（回答率73.7％）という状
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況にある。 

  ４、重点課題。 

  委員会では、委員（議員）１人１人から当面取り組みたい議会改革について意見を聴取し、

議会改革意向一覧にまとめた。 

  次に、議会改革意向一覧で重複する課題や任期中に検証なども可能な課題を協議して、以

下のとおり対応をまとめた。 

  （１）会議のあり方の見直しについて。 

  「議会がわかりにくい」「何をしているのかわからない」などの町民の声があることから、

議会の会議のあり方の見直しが重要となっている。委員会では意見を集約して、下記のアか

らエの４項目について検討、実施する。 

  ア、夜間議会・休日議会について。 

  夜間・休日議会について、実施の議会は休日議会27、夜間議会14と、927町村議会（全国

町村議長会実態調査の概要。平成30年２月。以下「議長会調査」という）の中で広がりは見

られない。その要因としては、職員の負担も大きいことが挙げられている。 

  イ、通年会期制について。 

  通年会期制については、常任委員会の活動が活発になることが期待される。全国議長会で

は通年会期・通年議会を導入している町村は50町村あり、事務的な対応を含め、今後も引き

続き調査する。 

  ウ、一般質問・答弁のあり方（回数）の見直し。 

  一般質問・答弁のあり方（回数）の見直しについて、現状の一般質問は聞いていてもわか

りにくいとの声を多く耳にしていることから重要な課題に位置づけられる。委員からも要望

の多い一般質問の見直しについては質問回数を増やすなど、今後の定例会（12月）において

試行的に行い、町民の方々の声を聞きながら、本格実施に向け協議をしたい。 

  エ、自由討議の実施。 

  自由討議の実施は、議長会調査には調査されていないが、今年度行われた町村議会議長・

副議長研修では先進地の取り組みの中で紹介されている。自由討議は、議員同士が課題に沿

っていろいろな角度から議論する取り組みである。本議会で採用している町村もあるが、当

町では、全員協議会において当局からの課題等に対する自由討議を実施することが現時点で

は可能と思われるため、試行的に取り組む。 

  （２）開かれた議会へ、議会の取り組みについて。 
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  議会の現状をわかりやすく知ってもらう努力と直接町民の方々から意見・要望を聞く機会

を設けるなど、新たな議会の取り組みに足を踏み出さなければならない課題であり、下記の

アからウの３項目が協議された。 

  ア、議会だよりの充実。 

  広報編集委員会において、紙面のさらなる充実に向け、次の事項について検討を求めるこ

とにした。 

  （ア）わかりやすい広報誌とする。 

  （イ）常任委員会・一部事務組合の活動状況を広報誌に掲載する。 

  イ、住民の意見を取り入れた議会。 

  住民の声を議会に反映させるため、意見交換の場として、委員から次の方法が揚げられた。

年度内に具体化して試行する。 

  住民懇談会、議会報告会については実施したがやめてしまった市町が近隣にもあることか

ら、これらも考慮し検討する。 

  （ア）町内各種団体との意見聴取。 

  （イ）地区ごとの住民懇談会。 

  （ウ）議会報告会・住民との意見交換会。 

  ウ、議会情報配信の検討。 

  （ア）稲取地区、城東地区の情報格差。 

  町内有線放送２社がそれぞれ民間企業であり、認可エリアや営業方針にも相違があるため、

従前のように議会中継を見る環境は困難と言わざるを得ない状況となっている。 

  （イ）インターネットの活用。 

  稲取・城東地区の情報格差を解消する次善の策としてインターネットの活用が考えられる。

パソコンのみならずスマートフォンでも視聴できるので、多くの町民に視聴していただける

機会が増やせるものと期待できるため、実施に向け取り組みを進める。 

  また、インターネット配信設備の初期費用や維持費用を抑えるため、ＣＡＴＶ放送の映像

データの提供について、今後、東伊豆有線テレビ等と協議する。 

  （ウ）高校生議会及び親子議場見学会の開催。 

  教育委員会・校長会に相談をし、実施校の選定をし、学校との連携して取り組みを進める。 

  ５、議員定数、議員報酬の取り組み。 

  議員定数と議員報酬については議会の重要な課題であり、今後も引き続き慎重な検討を重
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ねる必要がある。 

  （１）議員定数の現状。 

  ア、議員定数の調べ、927町村議会の議員定数の平均は12名。当町の人口は、927町村議会

の中303位です。 

  イ、賀茂郡では、松崎町定数８、他の３町は定数11です。 

  （２）議員報酬の現状について。 

  賀茂郡内の現状についてはそこに表記したとおりでありますが、東伊豆町は議長24万円、

副議長18万4,000円、委員長17万8,000円、議員16万8,000円となっております。期末手当率

については、６月が100分の165、12月が100分の180となっております。出席時手当、報酬等

はありません。話題となる政務活動費について当町は支給をしておりません。議員年金につ

いても平成23年６月に廃止され、こうした制度はありません。 

  議員報酬の調べにおいては、927町村議会中、我が町の順位は803位となっております。人

口１万人から１万5,000人の同規模町村では低いほうから４番目でございます。全国議長会

の調査では、議員報酬の全国平均は、議長が29万944円、副議長が23万5,636円、常任委員長

が21万9,763円、議員が21万3,726円である。議員定数と議員報酬の現状を明らかにし、町民

の皆さんの理解と意見を求めたいと思います。 

  割愛されました賀茂郡の市町の表等につきましては、来月発行いたします議会だよりでこ

うした中間報告と表については詳しく掲載される予定でございますので、そうしたものをご

らんいただき、御意見をお寄せいただきたいと思います。 

  以上で報告と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。 

  以上で、議会改革調査特別委員会の中間報告についてを終了いたします。 

 

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

 

◎日程第１１ 各常任委員会の研修視察計画ついて 

○議長（飯田桂司君） 日程第11 各常任委員会の研修視察計画についてを議題とします。 

  研修視察計画は、お手元に配付したとおりであります。 
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  各常任委員長に対する質疑はありませんか。 

（「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。 

  ただいま議題となっております各常任委員会の研修視察計画については、承認することに

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承認されました。 

 

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

 

◎日程第１２ 議員派遣について 

○議長（飯田桂司君） 日程第12 議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。議員派遣につきまし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

りしたとおり派遣することに決定しました。 

 

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

 

◎日程第１３ 常任委員会の閉会中の所管事務調査ついて 

○議長（飯田桂司君） 日程第13 常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題とします。 

  文教厚生常任委員長から、所管事務のうち会議規則第75条の規定によってお手元にお配り

しました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

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

 

◎日程第１４ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

○議長（飯田桂司君） 日程第14 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議題と

します。 

  議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りしました本会議の

会期、日程等の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（飯田桂司君） これをもちまして、本定例会に付議された案件の審議は全て終了しま

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年第３回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

 

閉会 午前１１時１３分 


