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平成３０年第４回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                   平成３０年１２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. １２番 鈴 木   勉 君 

     １）健康づくりに温水プール活用を 

     ２）奨学金の全額免除について 

    ２. １０番 藤 井 廣 明 君 

     １）町営風車について 

    ３.  １番 笠 井 政 明 君 

     １）ＡＥＤの設置状況について 

     ２）プログラミング教育について 

    ４.  ３番 栗 原 京 子 君 

     １）災害時用の備蓄医薬品について 

     ２）介護予防ボランティアについて 

    ５.  ６番 内 山 愼 一 君 

     １）高齢者・介護者対策について 

     ２）エアコン設置とブロック塀等の改修について 

     ３）災害情報・火災発生時の告知と鎮火の伝達方法について 

    ６. １４番 山 田 直 志 君 

     １）町民の足となる送迎車の導入について 

     ２）まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

     ３）転入者等を経済循環に取り込むことについて 

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

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 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 梅 原   巧 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４回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、年末を控え、大変

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、条例の一部改正、各会計の補正予算などが上程されております。議員各位

におかれましては、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、開会の挨拶といたします。 

  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４回定例会は成立しましたので、開会します。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（飯田桂司君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より、平成30年第４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、８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いたします。 

  なお、本定例会では一般質問の時間は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、御協力をお願いいたします。 

  また、質問通告者の中で８番、10番議員より資料配付の願いが、８番、10番、14番議員よ

り掲示板の使用願の申し出が出されております。 

  本定例会の提出案件といたしましては、条例の一部改正案が１件、広域連携協約の一部変

更が１件、幼児教育アドバイザー共同設置規約及び特別会計条例の制定が２件、補正予算案

が１件、教育委員会の報告が１件、合計９件がそれぞれ日程に組み込まれております。 



－4－ 

  さらに、議会からは、条例の一部改正案が１件、常任委員会の所管事務調査報告、特別委

員会の中間報告、各常任委員会の研修視察報告及び議会運営委員会所掌事務調査を上程いた

します。 

  なお、議案第64号と65号は一括議題とし、一般会計補正予算の説明につきましては、おお

むね100万円以上、特別会計補正予算につきましては、おおむね50万円以上で説明すること

が協議決定されましたので、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期につきましては、予備日も含め、本日から12

月12日までの３日間とさせていただきます。 

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

と、会議規則・委員会条例に関すること、議長の諮問に関すること、以上３点は閉会中の継

続審査といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  議員各位には、平成30年最後の定例会となりますので、活発なる御審議と円滑な議会運営

を切にお願い申し上げまして、議会運営委員会からの報告といたします。よろしくお願いを

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、あらかじめ皆様のお手元に配付したとおりであり

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
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○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、11番、森田議員、12番、鈴木議員を

指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（飯田桂司君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から予備日を含め、12月12日までの３日間とした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、会期は３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及び定期監査の結果に関する報告につきまして

は、既に送付しました。 

  また、議長の出席した会議等の報告及び議員派遣結果の報告については、お手元に資料を

配付しました。 

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

  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いたします。 

  町長。 

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

  平成30年第４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。 

  さて、先月22日に発表されました月例経済報告によりますと、国内景気は緩やかに回復し

ているとし、従来の判断を据え置きました。同様の表現は11カ月連続で一連の自然災害の影

響は全体として和らいだものの、旅行の自粛などは一部で残っており、当面は個人消費で下

押しの影響には留意が必要との判断を示しております。 

  第４次安倍改造内閣には、アベノミクスのさらなるステップアップによって経済成長をよ

り確実なものにすることに加え、人口減少対策と地方創生の推進、財政健全化、累次の大災

害からの復興と防災・減災対策など、さまざまな重要課題に対して強力に推し進められるこ

とを期待しています。 

  さて、平成31年度当初予算の編成時期を迎えておりますが、前年度に続き、極めて厳しい

予算編成作業になると思われます。税収の減少により、財政力は年々低下しており、自主財

源の根幹をなす町税は景気が回復基調に向かっているとはいえ、観光が主要産業である当町

におきましては、税収の伸びが余り期待できないことから、財源確保はより一層厳しい状況

になるものと考えております。 

  一方、歳出面においても、超高齢社会の進行に伴う社会保障関連経費や各特別会計への操

出金、公債費などの増、さらには公共施設の老朽化に伴う維持補修経費なども多大な財政負

担になると予想され、厳しい財政運営を継続しなければならない見通しとなっております。 

  当町におきましては、来年５月には町制施行60周年の節目を迎え、町民の皆様に対しての

行政需要は山積しており、第５次東伊豆町総合計画や東伊豆町まち・ひと・しごと創生総合

戦略の着実な推進を図り、総合計画の将来像である「満点の海・山・空は東伊豆」の実現に

向けた施策を積極的に推進しなければなりません。さらに、消費税の増税を初めとする税制

改正の動向に注視しつつ、財源確保に最大限の努力を払うとともに、限られた財源の有効配

分に徹するため、慎重な調整をしてまいりたいと考えております。 

  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  総務関係では、10月19日、工学院大学の西森陸雄教授を講師に招き、「次世代に残す景観

について考える－景観を軸としたまちづくり－」をテーマに職員研修会を開催いたしました。
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今後も基本的な研修のほかにも、職員の自主性、独創性を高める研修会を継続的に開催して

まいりたいと考えております。 

  選挙管理委員会及び明るい選挙推進協議会では、11月８日に若年層の選挙への関心を高め

るため啓発事業の一環として、稲取高校２年生を対象に出前事業による模擬投票を実施いた

しました。当日は、新たな選挙権を得る106名の生徒が本物と同じ投票用紙や選挙器材を使

用し、実際に投票をしていただき、選挙への関心と理解を深めていただきました。 

  次に、防災関係ですが、12月２日に突発地震を想定した地域防災訓練が行われ、住民及び

消防団員、介護事業所などが参加し、各自主防災会単位での津波避難訓練、応急救急訓練、

要配慮者搬送訓練などを実施いたしました。白田地区においては、災害発生時の要配慮者支

援として、介護事業所等と協働による高齢者声かけ訓練、静岡県看護協会賀茂地区支部の会

員による指導協力のもと、応急救急訓練を実施いたしました。また、奈良本地区においては、

消防団員の指導のもと、三角巾、ＡＥＤを使った応急救急、心肺蘇生訓練を実施いたしまし

た。 

  東日本大震災から７年が経過し、防災意識の低下とともに年々訓練への参加者が減少して

おります。訓練等でやっていない、身についていないことは災害時にやろうとしてもできな

いと言われます。災害時でも的確な行動、対応を行うためには継続的に訓練をすることが必

要であります。住民１人１人が自主的に行動がとれるよう積極的な訓練への参加、家庭での

防災対策の推進をお願いするものであります。 

  次に、同報無線の操作卓でありますが、現在、議会特別委員会で示されました多重化のた

めの改良、機能増加を指示し、３月には設置できる予定となりました。新たな操作卓が設置

されますと、情報伝達の多重化が可能となり、あわせて老朽化した屋外スピーカーを聞き取

りやすいものに交換することにより、私の選挙公約に掲げております避難勧告等の重要な情

報が届きにくいという問題に対し、対応が図られるものと考えております。 

  次に、消防関係になりますが、去る11月９日、秋季全国火災予防運動に伴い、消防団によ

る非常呼集訓練を熱川・稲取地区に分かれ実施し、火災出動体制の確認、火元確認による消

火活動の対応を確認いたしました。引き続き、消防団車両による町内防火パレードを実施し、

火災予防への啓蒙活動を実施いたしました。 

  これから火災の発生しやすい時期となりますので、住民の皆様におかれましては、暖房器

具など火の取り扱いには十分注意して、火災予防を心がけていただきますようお願いいたし

ます。 
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  次に、企画関係ですが、皆様に御協力をいただき、平成28年３月に策定いたしました東伊

豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、基本目標を達成していく上で具体的

な成果目標を設定し、その効果を検証して改善を行うことが必要とされております。そのた

め、９月に議会の皆様、11月には産官学金労言及び住民代表による有識者会議の皆様の御意

見・御提案をいただき、12月には私以下、町の管理職以上で構成する創生本部での会議を経

て、検証を終えました。この結果を取りまとめた上、町のホームページ上で公表いたします。

いただいた提言を生かして、さらに実効性のある施策につなげていく所存であります。 

  アスド会館につきましては、10月23日付で静岡市の有限会社レップジャパン様と契約を締

結し、10月中には代金も納付されました。動物飼育者の養成機関として2020年４月の開学に

向け、今後準備が進むと伺っております。また、これを契機にまちづくりに関して協力し、

町民との交流を深めるため、先方と包括連携協定を10月29日に締結いたしました。内容とい

たしましては、知的資材、人的資源及び物的資源を活用し、学術振興、教育及び人材の育成

を図り、連携してまちづくりをしていくというものです。 

  具体的には、オープンキャンパスや公開講座、出前講座、また、地域のお祭りやイベント

への参加、地元企業でのアルバイトなどを想定しております。この町で多くの若者たちが学

び、生活することになり、町の活性化が図られるものと大きな期待を寄せております。 

  町営の風力発電施設が１機体制で運用していることは、９月定例会でお知らせいたしまし

たが、その後９月には落雷による制御機器の故障が発覚し、本体の発電機能には影響はない

ものの、休止を余儀なくされております。この間、売電ができないため、減収の補塡を一般

会計からの繰り出しによりいたすことになり、補正予算に計上いたしました。引き続き、今

後の発電所の運用につきましては、民間企業と共同で事業実施の検証を順調に進めておりま

すので、御理解と御協力をお願いいたします。 

  去る11月28日には当町保健福祉センターにおきまして知事公聴が行われ、地域で活躍され

ている方と意見交換がなされました。東伊豆町と河津町から３名ずつの発言者が参加し、

150名の傍聴者の前で闊達な意見交換が行われました。また、それに先立ち27日には稲取高

校に知事がお越しになり、高校生とも意見交換をされました。知事には、丸２日間、東賀地

区を回っていただき、この地域の実情に対し御理解を深めていただいたことと思います。 

  芝浦工大の学生による東海汽船事務所の改修事業は大詰めを迎え、来年のものづくりを楽

しめるカフェのオープンに向け、最終の改修を進めております。12月15日には、プレオープ

ンイベントとして、ものづくり体験のワークショップを実施いたしますので、多くの町民の
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皆様の御参加をお待ちしております。 

  次に、税務関係ですが、11月、12月は県下一斉の滞納整理強化月間として、広報誌やポス

ター等による納税啓発に努めております。町税の滞納者に対し、文書や電話による催告を通

じて納税を促すとともに、賀茂地方税債権整理回収協議会との連携のもと、財産調査に基づ

く差押などの滞納処分を実施しております。 

  去る11月15日には、下田税務署及び伊豆下田税務協議会による納税表彰式がサンワーク下

田で開催され、当町からは税務行政に貢献した４名の方のうち、下田税務署長表彰を２名の

方、伊豆下田税務協議会長表彰を２名の方がそれぞれ受賞されました。また、11月11日から

17日までの税を考える週間の一環として、税に関する作品を募集したところ、税に関するポ

スター70点、習字71点、作文87点の応募をいただきました。このうち、伊豆下田納税貯蓄組

合連合会により表彰された作品20点を町民文化祭の会場及び役場ロビーに展示し、納税意識

の高揚や滞納抑止に努めたところでございます。御協力をいただきました児童生徒を初め、

学校関係者の皆様には改めて感謝申し上げます。 

  次に、住民福祉関係ですが、高齢者の方々への感謝と長寿をお祝いするため、９月29日に

稲取小学校体育館において敬老会を開催いたしました。第一部の式典に続き、第二部の演芸

会では稲取幼稚園児による「金目の大将」や、ｉｎａ盆の三味線演奏とコラボレーションし

た稲取芸妓衆の踊りなどが披露され、会場内は拍手喝采で盛会裏に終了することができまし

た。敬老会を盛り上げていただきました皆様並びに運営に御協力をいただきました関係各位

には感謝申し上げます。 

  交通安全関係では、12月15日から31日まで年末の交通安全県民運動が実施されます。年末

の気ぜわしい時期ではありますが、町民の皆様方には交通ルールの遵守と交通マナーの実践

を心がけるようお願いいたします。 

  エコクリーンセンター東河の基幹的設備改良工事につきましては、11月５日から12月19日

までの45日間、焼却炉の全停止に伴い、収集ごみ等を他市町のごみ処理施設へ運搬するに当

たり、持ち込みごみの制約等をさせていただいておりますが、皆様方の御理解と御協力をい

ただき、順調に施工されております。平成31年度も工事は継続されますので、町民の皆様方

には御不便をおかけいたしますが、引き続き御理解と御協力をお願いいたします。 

  次に、健康づくり関係ですが、10月23日に愛知県で行われました全国食生活改善大会にお

いて、当町の健康づくり食生活推進協議会の山田会長が多年にわたり食育の推進に寄与した

ことが認められ、厚生労働大臣賞を受賞されました。昨年の団体での厚生労働大臣表彰並び



－10－ 

に県知事表彰の保健衛生功労賞個人表彰に引き続きの受賞であり、心よりお祝いを申し上げ

ますとともに、これからも町の食育の推進に御尽力いただきますようお願いいたします。 

  11月１日よりスマートフォンなどで手軽に使える母子手帳アプリ「すくすくひがしいず」

を導入いたしました。健診や予防接種の日程情報はもとより、保育園、幼稚園の情報を提供

することによる子育て支援、成長記録として初めて立ち歩きした日などを「できたよ記念

日」として残すこともでき、祖父母の方も見守れるよう家族間共有もできますので、ぜひ御

利用いただきたいと思います。 

  さて、今年度もインフルエンザの流行の時期を迎えました。感染拡大を抑えるためには、

日常生活での予防やワクチン接種を受けることが重要であります。今年度は十分な製造量が

確保されていると聞いております。住民の皆様方には流行前に予防措置を講じ、感染が蔓延

しないよう心がけていただきたいと思います。 

  健康イベント関係でありますが、11月18日に町民の皆様に健康について興味を持っていた

だき、健康状態や生活習慣病を見直すことを目的に第18回健康福祉ふれあい広場を保健福祉

センターにおいて開催いたしました。今年も１階には健康広場、２階には福祉ふれあい広場

を設け、多くの町民の皆様に参加していただきました。準備から当日の運営に至るまで御協

力をいただいたボランティアの皆様には心から感謝申し上げます。 

  介護保険関係では、９月20日に高齢者の見守り体制の充実と、認知症の方とのコミュニケ

ーションを想定し、稲取地区事業所を対象に高齢者声かけ訓練を実施いたしました。 

  ９月27日には介護支援専門員及び介護事業所の職員59名の参加を受け、釜石市役所の地域

包括支援センター千菅所長補佐を講師に招き、避難所の実情と平常時からの準備に焦点を当

てた防災研修会を開催いたしました。今後も地域と介護事業者、行政との連携を深め、災害

時に介護職員の専門知識が活用されることに期待するものでございます。 

  11月４日には81名の町民の皆様に御参加いただき、認知症の町民講座を開催し、認知症へ

の理解を深めていただきました。今後も引き続き実施したいと考えております。 

  次に、農林水産関係ですが、10月28日の秋晴れのもと、「東伊豆海のみえる農園」で収穫

祭を行いました。農園利用者の皆さんや運営協議会の委員、稲取・城東両ふるさと学級の学

級生など総勢123名が参加し、市民農園で栽培したサツマイモで焼き芋をつくり、落花生を

ゆで、秋の味覚を楽しみながら交流を深めました。今後も利用者間の交流を深めるとともに、

あきのある日帰り型区画の利用者募集にも力を入れてまいりたいと思います。 

  農業振興政策では、５年目となりました明治大学農学部のファームステイ事業を本年度も
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農業経営振興会に受け入れをしていただきました。７日間の間に後継者部会が中心となって、

５組10名の学生たちと交流会を開催するなど、農業者の皆さんの生産現場以外での活動が活

発に行われており、引き続き町も応援してまいりたいと考えております。 

  有害鳥獣の被害は、本年度も農地や一部住宅地近辺で増加しており、東伊豆町有害鳥獣対

策協議会等で状況報告をし、猟友会と連携を密にして対策に取り組んでおります。 

  次に、林業振興関係についてですが、本年も夏の異常気象が続き、松くい虫による松枯れ

被害の発生が拡大し、144本もの松が被害を受けたため、伐倒駆除に関する経費を補正予算

に計上させていただきましたので、御理解をお願い申し上げます。 

  水産振興におきましては、伊豆漁協が実施する直売所整備事業が順調に進む中、稲取漁港

周辺整備推進協議会が再開され、オープンに向けた役場庁舎周辺の環境整備について協議が

進められております。 

  次に、主要産業である観光関係ですが、３月から９月までの入湯客数は累計で44万6,542

人となり、前年に比べ２万7,889人、5.9％の減となりました。このうち、営業を休止または

廃業した施設の影響がおよそ１万9,000人となり、入湯客数減少の大きな要因となっており

ます。９月になり大川、北川、白田、稲取温泉では入湯客数が前年同月比で増加に転じてい

ることから、雛のつるし飾りまつりの開催に向け、観光協会等と協力しながら誘客活動に注

力していきたいと考えております。 

  次に、観光イベント関係ですが、９月には北川温泉の謝月祭が、10月には稲取温泉伊勢海

老まつり、熱川温泉石曵き道灌まつりが開催されました。いずれのイベントも徐々に観光客

に定着しつつあり、石曵き道灌まつりについては外国人の参加者も多数見受けられました。 

また、細野高原のすすきイベントにつきましては、大相撲の東伊豆場所開催の影響により、

10月10日から11月９日までの開催となり、例年よりイベント期間が短縮され、さらに期間中、

昨年２回あった３連休が１回もなかったものの入山者数8,066人と昨年を56人上回る結果と

なりました。昨年は２回の３連休だけでおよそ4,400人の来場者があったことを考えると、

まずまずの結果であったと総括しております。 

来場したお客様からは、東伊豆町に来るまでイベントを開催していることを知らなかった

という方も多く、素晴らしい場所だからもっと宣伝するようにと現場で声をかけていただく

ことも多かったとのことです。 

  なお、イベント開催に当たりまして、防火帯焼きの日程調整等、稲取地区町内会の皆様に

は御理解、御協力をいただき、改めて感謝申し上げる次第でございます。 
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  次に、平成27年に補助制度を創設して注力しているロケ支援事業につきましては、昨年度

大幅に撮影件数が増加しましたが、今年も10月末現在で町内での映画、テレビＣＭ、ミュー

ジックビデオ等の撮影件数は合計34件となり、昨年同様のペースで推移しております。宣伝

効果のほかにもスタッフの宿泊やロケ弁当など、町内への直接的な経済効果も発生しており

ます。 

  次に、インバウンド関係ですが、観光協会の事業として11月28日から12月２日の間、台湾

においてゴルフコンペ及び商談会を開催し、現地の50社の旅行会社の方と交流を深めました。

今年で３回目となる試みですが、昨年度実績では台湾から15回、378人のゴルフ旅行を誘致

することができており、今後も引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、商工関係ですが、11月12日、13日には20％プレミアつきの地域商品券4,000セット、

総額2,400万円分が販売され完売いたしました。年末にかけて町内の消費喚起に寄与するも

のと期待しております。 

  次に、住宅リフォーム振興事業につきましては、10月末までの申請数が54件で補助金額は

976万円、補助対象工事費が約7,600万円となり、申請件数で昨年同時期の1.4倍と、多くの

皆様に補助金制度を御活用いただき、町内経済の活性化に寄与しております。 

  最後に、今後のイベント等の予定ですが、東海汽船の稲取大島航路については、来年の１

月26日から４月７日まで４年連続での運航が決定しております。 

  また、おととしからイベントへの出店などを通じて、東京都台東区と交流を行っておりま

すが、千束通り商店街においてアンテナショップを来年１月に６日間行い、観光宣伝、特産

品の販売、移住ＰＲなどを実施する予定で準備を進めております。 

  なお、雛のつるし飾りまつりについては、例年どおり１月20日から３月31日まで開催され

ますが、人気が上昇している素戔鳴神社の雛段飾りは２月20日から３月10日までと、昨年よ

り８日間延長して展示する予定となっております。 

  次に、建設関係ですが、平成26年の改正道路法により町が管理する橋梁を５年ごとに近接

の目視点検及び補修対策が義務づけられました。今年度は５橋の設計委託を発注しておりま

す。今後も計画に沿って推進し、歩行者及び車両の安全確保に取り組んでまいります。 

  稲取・入谷地内で始めている町道入谷天城１号線拡幅工事も順調に進捗しており、来年度

の完成を目指しております。今後は、賀茂農林事務所により整備している一般農道整備事業

の完成により町道入谷天城１号線とともに、有事の際は国道135号のバイパスとして河津町

見高地区から奈良本地区まで緊急輸送路となる道路確保に努めてまいります。 
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  また、奈良本地区から大川地区までの道路確保につきましては、県代行事業、町道湯ケ岡

赤川線改良工事の早期完成を国県に対し粘り強く要望してまいります。 

  次に、教育関係でありますが、９月16日に稲取中学校、熱川中学校、10月５日に熱川幼稚

園、10月12日に稲取幼稚園においてそれぞれ運動会が行われました。元気に、そして真剣に

種目に取り組む園児、生徒の姿が印象的でした。また、９月20日から21日には、稲取小学校

と熱川小学校の６年生、計73名が東京方面への修学旅行へ無事に行ってまいりました。学校

生活では初めての修学旅行を体験し、すばらしい思い出となったことと思います。 

  11月15日には、町内各幼稚園年長児、合わせて34名の七五三のお祝いが稲取、熱川の幼稚

園でそれぞれ行われました。我が町の将来を担う子供たちの健やかな成長を心から願うとこ

ろであります。 

  稲取地区町民体育大会は、残念ながら天候不順により中止といたしましたが、大会開催に

向けて準備に御尽力いただいた各区区長、役員を初め関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 

  とうきゅうカップ東伊豆クロスカントリー大会2018が10月20日に行われ、1.5キロメート

ルのキッズラン、ユニバーサルランから５キロメートル、10キロメートル一般男女までの18

種目に875名が御参加いただきました。すばらしい秋晴れのもとで爽快に走る楽しさが、見

ている方々にも伝わっているようでした。大会に御協力いただいた各種団体の皆様には深く

感謝申し上げます。 

  11月３日、４日の２日間、稲取小学校体育館で第42回町民文化祭が開催されました。展示

の部や舞台の部にて、日ごろの活動の成果を存分に発揮され、すばらしい発表の場となりま

したことに御礼申し上げます。町民憲章にも「教養をたかめ、文化の香る町」とうたわれて

おりますので、今後とも町民の皆様の御活躍に期待いたします。 

  11月24日には、第34回青少年主張発表大会を開催し、小中高校生の９名が地域の人とのつ

ながりや、高齢化対策、将来の夢、人権問題などをテーマに、それぞれの主張を発表してい

ただきました。今後の町政に反映していきたい貴重な提言もあり、今の時代の子供たちや若

者の考え方を知るよい機会となりました。 

  毎年恒例となっております静岡県市町対抗駅伝競走大会は、12月１日に開催されました。

長期間練習に励んだ成果を十分に発揮し、たすきをつなぐため精いっぱい走り切った選手の

姿に感動を覚えました。町の代表として参加していただいた選手の皆さんはもとより、監督

を初め、温かく支えていただいた御家族や関係者並びに御声援を賜りました町民の皆様に心

から感謝申し上げます。 
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  さて、全ての学校で快適な教育環境を保つため、また、児童生徒の安全・安心を守るため、

国の第一次補正予算により公立学校のブロック塀安全対策及びエアコンの整備に係る臨時特

例交付金が確保されたところですが、当町におきましても稲取小学校のブロック塀改修工事

と町立幼稚園、小中学校の普通教室をメーンとした空調設備工事を計画しており、今回の補

正予算に計上させていただきました。近年の夏の暑さは災害レベルとまで言われる中、子供

たちのよりよい教育環境を整備したいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、水道事業関係ですが、収益的には水道料金第４期分までの現年度分調定額は前年度

対比1.2％減少。使用水量もホテルの営業休止等により1.3％減少しております。また、費用

的には大きなウエートを占める動力費の電気料金が、火力発電の主な燃料である液化天然ガ

スや原油の価格が上がっていることもあり4.6％増加しており、今後も厳しい経営状況が予

想されます。 

  現在、水道ビジョン・経営戦略及び施設整備計画を策定中です。10月の議会全員協議会で

皆様に白田浄水場の更新問題、稲取地区の水井戸活用等の概要について説明し、方向性につ

いては御了解をいただきましたが、水道事業が将来にわたって持続的な経営を確保していく

ためには、これまで以上に経営基盤の強化に取り組むことが不可欠であり、将来を見据えた

よい計画をつくっていきたいと考えております。 

  結びに当たりまして、師走の慌ただしい多忙な時期を迎えました。日増しに寒さも厳しく

なりますので、町民の皆様並びに議員各位におかれましては、健康に十分留意されまして来

るべき2019年の亥年とともに、町制60周年に向けまして、ますます御活躍されますことを念

願いたしまして、行政諸般の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（飯田桂司君） 日程第５ これより一般質問を行います。 

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

３回以内となりますので、御協力ください。 

 

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

 



－15－ 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員の第１問、健康づくりに温水プール活用をについてを

許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） おはようございます。 

  私が一番最初の質問ですけれども、できれば、やはり議会の活発性を求めるためにテンシ

ョンを上げて頑張りたいなと思うので、よろしくお願いいたします。 

  第１問、健康づくりにプール活用を。 

  アスド会館の温水プールが廃止され、事業に参加していた町民の方々がその後の対応につ

いて困惑している。 

  高齢化が進んでいる現状においても、また、将来の健康づくり事業においても温水プール

使用の教室開催が望まれている。 

  １点目、現在、介護予防事業において支障は生じていないか。 

  ２点目、民間企業が温水プールを使用させてくれるという情報があるが、町は交渉する用

意があるか。 

  お伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第１問、健康づくりに温水プールの活用は２点からの質問

ですので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の現在、介護予防事業において支障は生じていないかについてですが、平成

29年度においてプールを利用した事業につきましては、65歳以上対象の介護予防事業が２教

室、年齢制限のない健康増進事業として水泳の教室が１教室、併用した事業が１教室行われ

ておりました。 

  水中で行うプログラムについては、浮力による膝や腰への負担軽減と水圧による運動負荷

など、その特性に基づいた効果を得ることができることは認識しております。平成30年度介

護予防拠点施設の閉鎖に伴い、水中運動を依頼していた講師と教室の目的及び運動強度など

を考慮した陸上で行うための新たなプログラムを協議し、移行をして事業を実施しておりま



－16－ 

すので、介護予防事業への支障は生じていないと思われます。 

  次に、２点目の民間企業が温水プールを使用させてくれるとの情報があるが、町は交渉す

る用意があるかについてですが、民間企業の所有するプールの場合、現在の運営状況や営業

時間、その他いろいろな条件があると思いますが、介護予防事業の効果を得られると判断で

きる施設であれば交渉する用意はあります。 

○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） これは課長さんにお聞きしたいなと思うんですけれども、よく自分

たちの近所でもそうですけれども、熱川地区、稲取地区もそうだろうと思うんですけれども、

町内をよくリハビリ的に歩いたり、健康づくりに散歩したりしている人たちが相当いるわけ

なんですけれども、そういう中で自分も非常に気にしているのは、もう病気というんですか、

言葉がちょっと選びにくいんですけれども、支障を来してそういうリハビリをしながら一生

懸命に歩く人と、健康を維持しながら散歩をする人との違いがあるんではないかなと思うん

ですけれども、私が今ここで課長にお聞きしたいのは、こういう病院だとか介護施設に行っ

てリハビリをするような人も町の中にいるんですけれども、そういう人たちというのは、今

一生懸命に歩いている人のために教室があるんじゃないかなと私は思うんですけれども、病

院に行かれる方も行かない、本当に今の健康を維持しようかという人たちのためにも、私は

プールがどのような活用の仕方によって効果があるのかなというのを、ちょっと課長さんに

はお伺いしたいなと思うんですけれども、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） 今、議員のほうから言われましたプールについての活用の

仕方、どのような健康についての効果があるかということですけれども、町長からの答弁に

もありましたように、水中で行うというものの場合にはまず浮力が生じます。自分の体重を

自分の体重として感じないような形で運動ができるということと、それから、常に水圧とい

うことで四方からお水に支えられているということで、非常に重心がとりやすいというか、

そういう面もありまして、関節の可動域が非常に大きくなります。ですので、水中歩行の場

合には、大股で歩くときに膝、腰への負担が非常にないというのが実情です。 

  日常生活において、運動の機能を維持していくということは、皆さん、議員の言われるよ

うにウォーキング等をされている方が多いということで、担当課としても非常に承知をして

いるところではあります。その方たちも含めた中で、プール等の活用が非常に効果的である
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というのは認識をしているところであります。要望等によって、これからも考えていかなけ

ればならない部分はあろうかと思いますが、実際に教室等という形で行うとなりますと、非

常に対象となる方が、今言われたようにリハビリの形なのか、あるいは健康増進なのかとい

うことで非常にいろいろ分かれるかと思います。そういう場合のプログラムの設置の仕方に

よって教室の数とか、あるいは対応する人数というものも決まってくるのではないかという

ふうに思います。 

  民間のプール等でそういうものを実施するときにおいて、そういう希望がかなうようなプ

ログラムを立てて、実際にそれをプールでできるというような場所であるならば、また考え

てみたいというふうには思います。 

  以上です。 

○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は、本当にアスド会館のプールが廃止になっ

たときに、町民から何とかプールをやりたいと、もう要望が再三再四ありました。そういう

中で、町が一応いろんなところを当たったんですけれども、それが結果が出ないのが状況で

あります。 

  それで今回、一般質問で鈴木議員からこういう情報があると聞きましたもので、もしそう

いうところがあれば、町としてもある程度は、課長が言ったように効果があるならば、それ

はやっていきたいと考えております。 

  しかし、やっぱりこれはあくまで健康のためのプールですから、町民の皆さんが描いてい

る25メーターでちゃんと水泳ができるようなプール、それまで必要ありませんもので、その

辺はまた理解してもらった中で、町はまだ検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 今、課長さんからのお話を聞いたり、町長のお話を聞いたりしても、

やはり健康を保つためには、大事なポジションじゃないのかなと僕は思っているわけです、

プールという役割が。 

このプールに関しましては、何回も私たちの議員の方たちも質問をして大事性を訴えてお

りますし、継続性も訴えておりました。そういう中では、アスド会館というものが廃止にな

りまして、その対応については前回も議員さんが質問をして、何とか民間が持っているプー
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ルの活用ができないのかなというお話もいただいたんですけれども、なかなか結果としまし

ては、前に進むことができなかったというのが今までの状況なんですけれども、今回また新

たに、別な方のほうからもプールを、町のほうとの話の仕方によってはだと思うんですけれ

ども、情報としたら、折り合いがつけば使用してもいいんじゃないですかという町民の方が、

そういうお話をいただいたものですから、できれば課長さんが言われたみたいに、町長も思

っているとおりに、プールはやはりあったほうがいいよという形の中で、健康づくりを進め

ていくんでしたら、私は努力をしていただいて、交渉をしていただきたいなという気持ちな

んですけれども、こういう形ですから非常に配慮していかなければいけない。 

  そういうお話の相手もどういう方なのかという形を、こういう場ではまだ公表するという

形ではないものですから、お互いに話がどういうふうにまとまるかはまた別問題ですから、

ここでは私は匿名みたいな形の中では、そのお相手先を公表するわけにいかないんですけれ

ども、お話が上手にいきましたら早期にこの解決をしていただいて、交渉をしていただきた

いなという気持ちですけれども、その点については町長どうですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私はプールの廃止、また議員さんたちからの一般質問の中でやっぱり

プールの活用等を聞かれた中で、町が一応いろんな状況を見た中で、なかなか見つからなか

ったのが現状でございます。 

  今、鈴木議員からそういうところもありますよと聞かれましたもので、町といたしまして

は、一応それは検討する余地があると考えております。そこでまた、担当課長からどのよう

な考えかを。町としては一応、検討する余地はある。しかし、やっぱり例えば貸していただ

くプールが今どのような状況か、いろんなことをまた見せていただいた中で、それは検討す

る余地があるということだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） プールの規模、それから、どのような運営の仕方かという

のを、その辺が教室を組む上では重要になってこようかなとは思います。その辺のところで、

議員が言われました具体的にはまだちょっとということですけれども、またお話を向けてい

ただいて、いろいろ考える中でプログラムが可能性をというふうなことであれば、また対処

したいというふうには考えております。 

○議長（飯田桂司君） 鈴木議員。 
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（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 本当にいい結果が出るようによろしくお願いいたしまして、第１問

は終わりたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、奨学金の全額免除についてを許します。 

 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 第２問、奨学金の全額免除について。 

  平成29年６月の定例会において、人口減対策として全額免除奨学金制度の導入を、私、質

問をいたしましたが、その後どういうような検討がなされたかをお伺いいたします。 

○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） 鈴木議員の第２問、奨学金の全額免除についての平成29年６月の定例

会において、人口減対策として全額免除奨学金制度の導入を質問したが、その後どのような

検討がなされたかをお伺いするについてお答えいたします。 

  当時、答弁させていただいたとおり、当町の奨学金制度は東伊豆町育英奨学金条例及び同

施行規則の規定に基づき、必要な資格を有する学生及び生徒に対し、その学業を助け、有為

な人材を育成することを目的に奨学金選考委員会の答申を経て無利子で貸与しております。

町の奨学金の募集は、毎年、回覧や広報「ひがしいず」にて実施しております。しかしなが

ら、当町の奨学金に対する学校や町への相談もほとんどない状況です。 

  御質問のその後の検討ですが、全国の状況を調べて情報収集に努めていたほか、稲取高等

学校の魅力化推進協議会においても検討課題として給付型奨学金について話し合いを持ちま

した。しかし、まだ結論に至っておらず、継続も検討課題となっております。 

  進学を希望する稲取高等学校生だけを見ても、学生支援機構の奨学金を要望する割合は７

割もあると聞いており、条件によってはさらに多くの方が奨学金を希望することが考えられ

ます。給付型の奨学金を創設する際の条件をどのように決めていくのか、原資としてどれほ

どの資金が必要となるか、財源の確保をどうするか等、課題が多いことも事実でありますが、

今後も検討を重ねて進めていきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（飯田桂司君） 鈴木議員。 
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（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 前回、質問させていただいたときに、町長の答弁の中では、やはり

国の制度が給付型の奨学金制度ができるから、それをまたいろいろと活用したり参考にして

今後の対策を検討したいよという言葉を私はいただいたわけなんですけれども、それに沿っ

て質問をしていきますけれども、この国の給付型の奨学金制度とは今まで奨学金を借りてい

た学生が卒業後になかなか給料体制だとか就職の形によっては返済が滞ると、そういう支障

を来す人が非常に多くいるものですから、国のほうも何とか給付型の奨学金を創設しようと

いう形の中で始めたんですけれども、これは一種のまた所得制限があるんじゃないかなと思

うんですけれども、そういうものを本当に国の給付型の制度を利用する人たちも、すごく今、

現在でも全国では相当いるわけなんですけれども。 

  我が町でもこういう制度を利用して大学に進学しようという子供たちも非常に増えてくる

んじゃないかなと思うんですけれども、その点は、学ぶ子供たちにとってはこの給付型とい

うのは、それなりにいいんじゃないかなと思うんですけれども、私の一つの懸念の中には、

このお金を借りて東京に行って一生懸命に勉強をするという学生たちがこの町に帰ってきて

くれるのかなと。下手をすると、大体今の状況でもそうですけれども、ストロー現象が強く

なりまして、ほとんど東京に行って我が町に戻ってこない、そういう状況が生まれるんじゃ

ないのかなと私は心配するわけなんですけれども。 

  そこで私が再度提案していますのは、町がこの給付型と同じような制度を設けていただい

て、今やっています育英資金の奨学金と別枠で基金を捻出していただいて、それを創設して

いただいて、金額的には国も５万円なんですけれども、我が町もできれば大学で５万円ぐら

い、専門学校で３万円ぐらいの給付型を考えていただいて、それを利用した子供たちが町に

ＵターンとかＩターンをしてくれたならば返さなくてもいいよという、給付型になるわけな

んですけれども、返済をしなくてもいいよという、そういう制度を設けていただいて、やは

り人口減少対策、大きく言えばそういうことなんですけれども。 

今、大体自分も皆さんもすぐ身近にいるんじゃないかなと思うんですけれども、自分の跡

取りが自分のうちに帰ってこなくて、昔みたいに自分たち兄弟みたいに８人とか10人とかと

いう兄弟が今の時代はもうほとんどいないわけじゃないですか、１人とか２人。そういう中

で、自分の後継者じゃないけれども、うちの跡取りが全て町外に出てしまうという、そうい

う状況というのがここ20年来、結構続いているわけなんですけれども、これから先もこのよ

うな状況が続くとなれば、やはりこの町の人口減少、非常に激しいものがあるんじゃないか
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なと思うわけです。 

  人口減少と人口の割合というのは、年寄りがいても人口は増えるんですけれども、この町

の将来を考えると、やはり若い人たちがこの町で子供を育んでいただけなければ、育ててい

っていただけなければ、やはり町は衰退していくと、そういう気持ちがあるわけなんですけ

れども。 

  私、前回この質問をしたときに、日本でこんな町に帰ってくればお金を返さなくてもいい

よという奨学金をやっているところなんかないんじゃないのかなという気持ちでいたんです

けれども、この度、私たち議員の研修視察で行ってきました群馬県の小さな村なんですよ。

コンニャクで有名な大仁田、この村も昔コンニャクをつくっていた村なんだそうなんですけ

れども、南牧村か、もちろん御存じないと思うんです。人口が約1,900人の村なんです。そ

れで、1,900人の村なんですけれども、人口が65歳以上が1,600人ぐらい。ほとんど65歳以上

という形になろうかと思うんですけれども、そういう小さな村でやはり人材育成という形の

中で、村に帰ってきてくれたならば奨学金を返さなくていいよという制度を、もうずっとや

っているんです。僕もそこに行って、視察の目的は別なところにあったんですけれども、い

ただいた町の視察資料の中にそれがありまして、本当にえっという感じで、こういうことを

全国でもやっているところがあるんだという、これ１カ所じゃないみたいですよ、まだほか

のところでもやっているみたいなんですけれども。やはりこの村も20年先、30年先のことを

考えると、やはり今、この人材育成というところに基金を投資して子供のＵターンを促進し

ていかなければ、村は消滅するというような危機感を持って私はやっていると思うんです。 

1,900人の村と、少なくなったといっても我が町はまだ１万3,000人ぐらいはいるわけなん

です。そういうところで同じように考えなさいというのも酷かもわからないんだけれども、

１万3,000人はいい数字じゃないと思うんだよね、我が町も。これをやはり、私たちが20年

ぐらい前みたいに１万6,000、１万8,000。そういうところに希望を持って、せめて我が町の

人口を減らさないというところで、私は町長にもまちづくりをしていただきたいなと思うわ

けですけれども、今の形の中で町長に伺いたいのは、Ｕターン、Ｉターンを考えるときにど

ういう施策が考えられるかを、町長には聞いてみたいなと思うんですけれども。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この企業型、給付型、これは本当、できれば理想だと思います。国の

ほうでも所得制限とかいろいろ厳しい中でやろうしていますが、これがなかなかできないの

が現状でございまして、これをやっぱり創設するには本当、さっき言ったようにいろんな状
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況を決めなければなりません。これはやることはもう本当にすばらしいことだと私は考えて

おりますが、やっぱり財源というものが出てきます。そういう中で、やっぱり先ほど言った

稲取高校の魅力化推進協議会、これは稲取高校の校長さんからも一応、給付型をやってほし

いということは要望は受けておりますけれども、なかなかいろんな面で財源、さらには条件、

その稲取高校ではやっぱり何割かと、今何人、例えば200人いたとしても７割として140人、

これに全て給付型をやるとなると、財源がどれぐらいかかるとか、やることはいいこともあ

るけれども、まだまだ検討していきたいと考えております。 

  当然、南牧村さんは1,900の中の1,600人があれで300人が子供で、さらにその一部だと思

いますが、財源的にはさほどないと自分の考えです。どれぐらいの財政規模か自分はわかり

ませんけれども、財政規模の中で、当時の首長さんがこれはできるという中で一つの施策と

してそういうことをやったんじゃないかと考えております。 

当然、財源がある程度許せば、これは大変学校のほうからも一応そういうことは要望され

ておりますもので、それはやっていきたいとは思いますが、現状ではなかなか厳しいし、ま

だまだ検討する余地があるという中で、壇上で答弁させてもらったように、まだまだ今後ち

ょっと検討化させていただきたい、これが現状でございます。 

  そしてまた、Ｉターン、Ｕターンに関しましても、企画のほうで相当の創業支援とか、い

ろいろなことをやっておりますから、一応それはちょっと担当課に答弁させますけれども、

町といたしましては、Ｉターン、Ｕターンに対してはある程度の施策からやっておりますの

で、担当課のほうからそれは説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） Ｉターン、Ｕターン、今はＪターンであったりとか、この間

初めて聞いたんですけれども、Ｖターンという言葉を聞きました。これは東京の大学なんで

すけれども、東京の大学に地方から来て、それからまた別の地区に行く、それをＶターンと

いうそうです。そういうＶターンの行った先というのは、自分のやりたい仕事がある魅力の

ある地域に行きたいということで、自分の町にも帰らず、そっちに行くというような学生が

いるようです。 

  ですから、そういう意味で我々もこの町に魅力を持った地域ということのまちづくりをし

ていって、それで、出て行った子供たちが帰ってくるのはもちろんですけれども、よその地

域からもこの町に来ていただけるような、そういう魅力づくりをしていきたいなと思ってお

りまして、さまざまな施策、今、学生を呼び込んで若い人たちがものづくりの拠点をつくっ
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たりとか、コミュニティーの拠点をつくってくれたりとか、そういうことに注力して施策を

しておりますので、すぐには効果は出ないかもしれませんけれども、そういうことが後々、

実を結ぶものと思っております。 

○議長（飯田桂司君） 鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 今、町長も課長にもお話を聞いたんだけれども、やはり帰っていた

だきたいなという気持ちのあらわれとしたら、これからは魅力あるまちづくりにすごく努力

していきたいというお話は伺ったんだけれども、なかなかこれも一つの難しさというものが

あろうかと思うんです。今、町長なんかも一生懸命、定住型の人たちに非常に努力している

じゃないですか。何とかしてこの町に住む若者のためにも、いろいろな支援制度を設けてや

っているじゃないですか。僕なんかはこれを非常に評価するわけです。決してそういう形と

いうのはおかしいよなんていう形じゃなくてね。今やっていることも非常にこれは大事なこ

とで、それぞれいい形の中で評価がいいほうに僕は向いているんじゃないかなと思っている

わけなんです。 

そういうこの町に今いる人たちを、何とかしてこの町に、住みやすいまちにつくっていこ

うという、そういう努力に対しては、私も町長にはぜひよろしくお願いしたいよというとこ

ろなんですけれども、非常に難しさがあるのはＵターン、Ｉターン、この人たちをやはりど

ういったふうに増やしていくかというのを。 

だから、私が今、提案している形は、これが一番いいことだから、これをすぐにあしたか

らやりなさいよなんていう、僕はそういう気持ちで発言しているわけではございません。で

きれば、今、町長が言っているみたいに、財源的な問題もあろうかと思うんだけれども、や

はり呼び戻すため、Ｕターンを促進するために、うちの議長さんなんかも孫ターンといって

お年寄りさんに自分のうちの孫に帰ってこいよというコールをしてもらおうかというぐらい

のアイデアも出すわけじゃないですか。だから、そういう多くの方たちのアイデアというも

のを生かしていく必要があろうかと思うんです。だから、お金のかかるアイデアかもわから

ないし、お金のかからないアイデアかもわからない、そういうものをやはり一生懸命精査し

て、検討していくべきだろうと私は思うんです。 

  今回の視察の先にも長岡市があったんですけれども、ここの概要などはまた後で彼が発表

すると思うんですけれども、米百俵の物語がある町なんです。そういう形ですぐに頭をよぎ

ったのが、あのときにお米を配らずに、それを売ったお金で人材育成をしていくという、そ
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ういうことを考えた、実行してきたところなんですけれども、そういう点からいけば、やは

り人材の育成というのにはお金がかかろうかと思うんです。私が今言っていることは育英資

金とは違いまして、新しくこういう形はどうですか、給付型はどうですか、返さなくてもい

い奨学金はどうですかということはゼロからなんですよね。本当に資金なんかないわけです。 

  でも、一つの私は子供を育てて、この町に帰ってきていただきたいという根拠があれば、

そこでこれは町長の努力なんですよ。何とかお金を捻出して、基金をつくってやってみたら

本当に帰ってくるかどうかということが、私だってわからないです、こういうことを提案し

ながら、じゃ、何人の方が利用するのと言われたってわからないわけです。いい制度だった

ら、本当に年間で10人も使うかもわからないし、また、その10人が使ったとしても、この町

に何人が帰ってくるかはわからないわけですよね。帰ってこなければ、お金を返してもらう

わけですから、帰ってこなくても給付型というのは国の制度ですから、僕は併用して使って

いただければ、もっと学びやすくなってくるんじゃないかなと思うわけですけれども。 

私の提案するこの形は、４年制の大学だけというのは国の制度なんですけれども、私はそ

うでなくして、４年制の大学もそうですし、２年制の短期大学もそう、それから専門学校も

そう、料理学校もそう、いろいろあるんですよね、学んだり技術を身につけたりする。そう

いうところに行く子供たち、オールマイティ、全て私はこの制度を利用していただきたいな

と思うんですけれども。 

  そういう中で４年制の方たちが帰ってくる、事実、あろうかと思うんですけれども、技術

を身につけてこの町に帰ってくる、この町は意外と今は人手不足でも困っているところが多

いじゃないですか。まして観光業が主流ですから、そういう方たちのところの人材不足だと

か、細かく言えばフロントがあったり、調理場があったり、料理があったりする。そして結

構私たちも商売もやっていますから、自分のところの人材不足もあったりするわけなんです

けれども、そういう一つの技術を身につけて帰ってくる人たち、そういう人たちを私は養成

していくという形では、こういう形、要するに給付型で町に帰ってきて就職をしていただい

たり、この町に住所を持ってきて、下田とか伊東とか、これから縦貫道ができますから三島、

沼津のほうにまで勤務することができるかもわかりません。そういう中では、この町を拠点

として生活をする人たちには、奨学金は返さなくてもいいですよという制度をつくってくれ

ればうれしいなと思うわけなんですけれども。 

  これは一番、試算的な話なんですけれども、先ほども冒頭で私も言いましたけれども、本

当にこういう制度をつくって何人の方が利用するのかな、これもまた未知数だと思うんです
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けれども、１人が大体５万円、月に支給するとしても、年間60万ぐらいですよね、１人が。

それが４年間ですから、４年の方ですと最高でも240万、１人にかかるわけなんですけれど

も、そういう形が本当にいい制度なのか、私が訴えているこういう条例をつくって支給した

らどうですかという形のものがいいかどうかは、これは私じゃなくして町民の方たちが判断

するんじゃないかなと思うわけですけれども。 

  ここで何人使うとかどうのこうのとかというのは、なかなか難しい話なんですけれども、

一度、私は当局側でもそこら辺を踏まえて検討してみたらいかがかなと思うんですけれども、

そこら辺で町長のお声を聞いて、この制度が町長にとって、この町にとって、私が提案して

いる制度は町にとって合うのかどうなのか、そこら辺をちょっと聞いてみたいと思いますけ

れども。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今の鈴木議員のはすばらしい提案だと思います。できればこれはやっ

ていきたいと思いますものの、壇上で言っているようにいろいろ今検討していると、これだ

けは理解していただいて。すばらしい提案だと思います、これは。 

  しかしながら、一例として言いますと、私、若い方と話していると、やっぱり長男、次男

とか町の方がこの地域に来たら何とか助成してほしいというようなことを言われているんで

す。やっぱりこの町に来て、百姓といったときに百姓もないもので、そのときにはやっぱり

ちょっとそういう資金としては何とか町もお願いしたいということは要望されております。

いろいろ多方面から考えて、この町に何が一番いいかということを検討させていただきたい

と考えており、これはすばらしい提案だと私は考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 本当にしつこいようですけれども、この町の将来を憂いすると、や

はり今のままでは人口がどんどん減っていくな、何か対策をしないと、どなたが帰ってきて

くれてもいいんですけれども、どなたという意味はちょっと違った意味での形の中で感じて

しまうんですけれども、そうではなくして、やはり自分が一家のあるじだとすれば、やはり

自分の息子に帰ってきてもらいたいなという気持ちが一番強いわけなんですけれども、そう

いう形の中で、次男でなくてもいいよという気持ちもありますし、また逆に、今度は町外の

人でない人もこの町に呼び込むことができれば、それは町民の制度でつくるから、町外の方
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にはまた違った形の中の考え方が出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、とにかく

この町の人口を増やす、若い人たちを増やすということについては、やはり町長には切にお

願いしていきたいなと思っております。 

  私の質問はこれで終わりです。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 最終的には、基本的にはまちづくりだと考えております。基本的には、

やっぱり例えそういうことをやっても、この町にそういう魅力のある町が、例えば課長の言

ったように、勤め先がなければ幾ら給付型をやってもやっぱり帰ってこないと思いますもの

で、やっぱり平行した中でまちづくり、そして給付型、そして給付型をもらった人がこの町

に帰ってこられるような環境、これも平行してやらなければならないと考えています。 

最終的にはやっぱりまちづくりが基本になって、課長が言ったように、それをやった中で

この給付型、これも一つの案だと考えておりますので、これは本当に大変いい提案で、これ

は今後もさらに検討は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。 

○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。 

  この際、11時まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時４６分 

 

再開 午前１１時００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） 10番、藤井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。 

  10番、藤井議員の第１問、町営風車についてを許します。 

  10番、藤井議員。 
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（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） それでは、通告しておきました質問についてご答弁よろしくお願い

いたします。 

  私は今回１問にしまして、町営の風車に関しましてお尋ねしたいなというふうに思います。 

  我が町のシンボル的な存在である町営の風車が現在停止している。これについて、町民の

方々がどうして止まっているのというようなことをお尋ねがありますので、それについて、

そういった疑問に答える意味でも私は質問をしたいなというふうに思っています。 

  現在、どうなっているのかと。３基、停止しているというのは目視的にわかりますが、そ

の現況、それから故障の経過、それについてお尋ねします。 

  それから、２番目にはこれまでの実績、これについてもお尋ねしておきたいなというふう

に思います。 

  それから、３番目について、現在３基停止しているわけですが、償還期限も来て、それか

ら耐用年数も近づいてきたのかなと思いますが、それがいずれ撤去するのかどうか。撤去す

るとしたら、それについては幾らぐらいかかるのかということも伺っておきたいなと思いま

す。 

  それと最後に、民間会社による事業継承の可能性ということに関して、時々、町長やら課

長のお口から伝い聞くんですけれども、それはどんなふうに考えておられるのか、その可能

性といったことについてお尋ねしたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、町営風車については４点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  １点目、現況と故障の経過はについてですが、行政報告でもお伝えしたとおり、９月に落

雷により単独運転防止装置という、受電する電力会社側が停電したときに送電を制御する装

置の故障が発覚いたしました。それにより本体の運転には支障がないものの、停止せざるを

得ない状況を強いられております。今回の補正予算に修繕費用を計上し、修理した後、運転

を再開いたす予定です。 

  次に、２点目のこれまでの実績はについてですが、平成15年12月の運用開始から平成24年



－28－ 

度までは、おおむね年間4,000万円から5,000万円の売電収入で推移してまいりました。平成

24年10月からは単価が引き上げになり、27年度までは7,000万円近くの収入がありましたが、

28年度には長期間の停止期間が影響し2,846万円となり、平成29年度は4,113万円で、15年間

の合計は６億7,871万9,507円となっております。この間、一般会計への繰り出し金は累計で

7,550万円となっております。 

  次に、３点目の撤去するには幾らかかるかについてですが、現行風車３本を撤去する場合

の費用につきましては、民間企業がおおむね5,000万円程度という試算を行っております。 

  次に、４点目の民間企業による事業継承の可能性はについてですが、平成28年に全基が長

期間停止し、大幅な減収を余儀なくされた際に、今後、町財政に対し負担になる可能性が高

いという判断から、この地の風況のよさを生かして、十分な利益を得ることが可能な技術と

知見を持った専門企業に運営を任せることが最善の策と考えました。 

  その後、事業を継承してくれる企業を探していたところ、金融機関の紹介によりまして再

生可能エネルギーの実績がある企業を御紹介いただきました。その後協議を重ねまして、事

業可能性について共同検証を行うことで合意し、現在、検証を行っておるところであります。 

  検証につきましては、あくまでも仮ではありますが、事業実施するための必要な手続を進

め、影響調査や申請を行っております。こういう状況に鑑みますと事業化の可能性は高いと

考えております。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） ただいま、お答えいただいたんですけれども、この間、９月くらい

に故障したというふうに先ほどおっしゃいましたが、それは１号機のことですね。今、９月

ぐらいに故障したというのは、そうですね。その前に３号機と２号機というのは停止してい

たわけです。それで、今までかなり長い期間停止したりした例もあります。それから、平成

21年なんかですと３号機が停止して、これ3,000万以上かけて直したというような実態もあ

ったかと思います。 

  ここで申し上げておきますけれども、私が議会に入る前にあれはもう建っていたものです

から、町営の風車は。ですから、私のほうは別にこれに反対しているわけじゃないです。せ

っかくあるものですから、これは１円でも多く稼いでもらいたいという思いでおりました。

町民の多くの方もあれはもうかっているんだと思っていたわけですから、それがここに来て

全基停止している、それは何なんだというふうに思っているわけです。 
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  今、その後の状況というのは細かく触れてもしようがないんですけれども、この前に２号

機が故障したとき、今年の１月だったでしょうか、そのときには何か660万円ぐらい修理に

かかるんだと。しかし、これは修理しないというふうにたしか結論されたというふうに思う

んです。２号機が故障したときに修理しないんだというふうにおっしゃったと思うんです。

今回、８月から１号機が故障したと、これに関しては先ほどおっしゃるように直すんだとい

うふうにおっしゃっているんですけれども、前回の２号機は直さないで、今回の１号機は直

すというふうに言っているのは、ちょっと整合性がとれないなというふうに思うわけです。 

  それともう一つ、この間、９月の補正でたしか風車会計は赤字に転落している。それで、

まだ償還が残っていたものですから、30年度まで払わなくてはならないということで毎年2,

400万とか、最後は2,200万ぐらいでしょうか、元金償還がずっと続いていたわけですから、

それには風車の１基だけ動かしても、到底これは追いつかないというので、その赤字を補塡

するために1,760万円をたしか補正予算で可決したと思うんです。それで、ここに来てまた、

それとは別に790万円の補正で修理代が272万円ですか。そういう金額と、それからその減収

分を含めると570万で、790万の補正を出したいというふうに言っているわけです。そうする

と、前回は660万かかるけれども、これはもう直さないんだと言っていたのが、ここに来て、

いや、１号機は直すんだというふうに言っていると、何だろうというふうなのが一つありま

す。その件はあります。 

  それから、私どもの印象は、ずっと町ではもうかっているもうかっていると言ってきたん

ですけれども、今お聞きすると、町の一般会計には7,500万ぐらい繰り出してきたと。それ

が真相じゃないかと思うんですけれども。というのは、風車基金というのがあるわけですか

ら、風力発電の基金があるわけですから、そこにはしかし、積み立ててもあったけれども、

どんどん使ってきて、故障とか何かで使ってきて、今、風車の基金はゼロですよね。風力発

電の撤去費用にもならない。それは28年度からそこに図でも示してあるんですけれども、風

車の基金がゼロになっている。29年、30年は、まだ償還が残っているにもかかわらずどうす

るんだということは、一般会計から出さなくちゃならないというような状態になるわけです。

現に、この９月には1,760万出したと。 

こういう経済状況の中で、風車会計の中で、やはりこれはちょっとまずいんじゃないかな

と私は思うんです。というのは本来は、これは耐用年数17年というふうに言われているわけ

で、それが15年でもう壊れちゃって全３基とも停止しているということで、さらに償還がま

だ２年も残っているのに、もう既に基金の残高がゼロだということになっているわけで、非
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常にこの点は残念なことだなと。 

  こういうふうな会計の基金の運用の仕方も、町長、やっぱり本来的には先ほどおっしゃっ

たよな、すごいもうかっている時期もあったと。年間の売り上げですか、それが7,000万ぐ

らいあった時期もあるんだと。であれば、普通は最後の撤去費用とか、現在の故障等も手当

てできるようなふうにするのが普通、独立した基金のあり方ではないかと思うんですけれど

も、風車特別会計に関してはこんなふうにもう自分の故障も直せない、さらに償還金も払え

ないような状況になってきている、そこから一般会計から繰り出している、完全にこれは赤

字なわけで、町民の期待を裏切っていると思うんです。これに関しては、きちんと町民にも

説明する必要もありますし、これについての反省も必要なんではないかというふうに思いま

す。 

  こういう方針のもとに、何か先ほどの答弁では民間のほうに委託されるんだというふうな

ことを今考えているらしいんですけれども、それもまた、ちょっとどうするのかな、民間に

委託するとして、それでもやっぱり修理はするんですかというのも一つ疑問のところです。

ですから、その辺は民間に委託するというふうに言っても、やはり全体の修理をする、それ

はなぜなのかということです。 

  それと、すごい黒字だった黒字だったというふうなことを言っているわけですけれども、

全体に今まで、大ざっぱに言って５億2,000万くらいの国からの補助とか町の出費等々を入

れて起債を起こしてきたわけです。３億を超える元金と償還金全部、元利合計で３億を超え

ているような金額を返してきたわけです。一般会計からも544万ですか、持ち出してある。

さらにそういう点では、じゃ、それは一体7,500万を町に繰り出してきたと言いますけれど

も、完全な赤字に陥っている段階で、やはりこういう会計のあり方は、いま一つ町民にとっ

ては非常にプラスと思っていたのが実際はマイナスだったというようなことで、非常に大き

な反省が要るんじゃないかと思うんです。 

  町長、これは何度も議論したのは、この町の風車以外にうちの町にはさらに風車があるわ

けです。風車にぐるっと取り囲まれている。現在、何基ですか、町長、うちの町の周り全体

で。 

○町長（太田長八君） 三十何基。 

○１０番（藤井廣明君） 三十何基じゃなくて、34基ですよね。 

  その34基の風車に取り囲まれている中で、現実に壊れたり、それから被害も発生している

というふうな事実もあるわけです。こういう中で、これはそれにも関わらず、事業継承をし
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てまだやるんだと言っていることに関して、これはいかがなものかなと。先ほど撤去費用、

こういうふうにとおっしゃっていましたけれども、委員会のときに聞いたときは撤去費用は

大体4,400万くらいを見ているというふうに言っていたんですよ。先ほどはおおざっぱに5,0

00万とおっしゃったようですけれども。そうであれば、今のこの段階に至って、やはり我が

町でこれだけ熱川等々でも被害者も出て、たくさんの方が苦情を訴えた。それで引っ越した

人もいる。今も苦しんでいる方もいる。 

  そういう中で、まだこれを継続してやるというのはいかがなものか。もしそうであれば、

この３基が停止しているというのをやはりひとつ、町長もおっしゃっているように、ちょっ

と初めの話とは違うみたいな、バラ色の話だったみたいなことをおっしゃっていたじゃない

ですか、初めはね。初めはいいことだと思ったけれども、実際上運営してみたら、そんなに

うまい話ではなかったというふうにおっしゃっていたことがありますよ。そのことがわかっ

た段階で、やはりこれは潔く撤去するというのも一つの道じゃないかと思うんです。 

それに関して、これはまた町の方針、撤去するのかあるいはどうするのか、継続するのか

に関して、これは議会のほうにもまだ特にきちんとした話はないわけなんですけれども、そ

の大方針をまず聞かせていただいて、それに基づいてどうしようかということが、やはり町

民にも議会にも説明がなければ、これは進められない事業じゃないかと思うんです。ただ、

風況がいいからとか何かというふうなことではあり得ないというふうに私は思うんです。 

  その点で、町長は現実に自分の町で発生している、自分が治めている町の町民が、何人か

でも風車の被害で苦しんでいるということがあるわけで、それは町長も一番初めのときに別

荘地に呼ばれて、ちょっとこのひどい騒音を聞いてくださいよというふうに言われて行った

こともありますよね。そういった中で、私は町民の味方ですというふうに町長がおっしゃっ

ていたのをみんな知っているわけですよ。その後、みんな亡くなったり引っ越したり、ある

いはそのまま泣き寝入りしたりしているわけですけれども、そういう中で、この風車に関す

る低周波の被害、それから騒音の被害、これはどんなふうに認識されているのか。これにつ

いても承っておきたいなと思います。 

  そんなところでひとつ、まず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） 答弁漏れがありましたら、また答弁いたしますので御指摘願いたいと

思います。 

  まず、この風車。本当は私は当時、議員でございました。そして、本当にこれはすばらし
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い事業で、バラ色のプランと考えておりました中で、やっぱり机上の計算とはやっぱり現実

は違うなということは再三再四、全協の中で皆さんにお知らせしているのはそのとおりでご

ざいます。そうなるとやっぱり、一つの勉強として、これを一つの勉強をした中で今後町政

運営していきたいということは言っておきました。 

  その中で、平成二十何年だこれ、660万円かけ修理しなかった、そして今回は修理すると

言うなら整合性がないじゃないかということは、１点は660万かけるときはもうある程度、

民間企業と実証実験をやっている段階でございまして、もう町といたしましては、ある程度

もう経営やいろんな面から撤退した中で一体という中だとやりませんでしたけれども、今回

の100、200万近くですか、一応修理費をかけてやるということは、とりあえず一般財源から

の持ち出しをなるべく少なくしたい。今動いている中で。そして、ある程度、保険もきくよ

うなことも言いましたよね。そういう中で一般財源から、藤井議員が言ったように数多くの

支出が出されているもので、その一般財源からの繰り出しを少しでも少ないという中で、今

回の修理代を上げたという中で動いている。ですから一応そういう結論を出したわけでござ

いまして、当然660万はもう完全に停止している中でやっていたもので、それは修理はやら

なかった。そういう中で整合性は私はないということはあるのではないかということは、自

分自身はそういうふうに考えております。 

  今の中で、660万に関しては２年にわたるようなことがあるということを言われましたけ

れども、これはともかくとして、私はその中でも３基の中で２基は動いていない中で660万

までもかけてやる必要はないんじゃないかという、そういう考えでございましたもので、66

0万のときは修理をかけなかった。そして、またさらに２年にまたがるという、そういうこ

ともありましたので、それが現状でございます。今回の200万近くは、やっぱり一般財源か

らの補塡をなるべく少なくしたい、そして、その200万の中でも保険で入ってくるというこ

とも聞いておりますもので、それをやったという中で、その整合性はないということはない

と私は思います。その辺は御理解願いたいと思います。 

  それと、基金の考え方。これは基金を積んだときは最初はやっぱり撤去するときの費用と

して基金を積みましょうという、そういうことでした。しかしながら、さっき言ったように

これは20年程、落雷によって3,000万近くの過程の中で基金はどんどん減っていきました。

しかし、この風力に関しまして赤字は去年か……。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 風力は今年だけなもので、それまではずっと黒字でしたから、もうけ
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は少なくてもそれは赤字じゃない。赤字になったのは今年１年というだけは理解していただ

きたい。ただ、その利益幅がどんどん減っていったことだけは確実、確かでございますけれ

ども、赤字になったのはこの１年だけで、この１年に一応負債とかいろんなことがあります

もので、申しわけないけれども、一般財源から出してほしいといったところでございます。 

  あと、低周波と騒音の関係、そして自分が味方になる、その中でわかってもらいたいのは

町が仲介として分譲地の方と風力事業者、これの話し合いを持ちました。それだけではなか

なか両方とも折り合いがつかなかった。そこで、しかしながら、まだまだ町はその中で何と

か解決しようとやっております。これが、もし町民の味方でなかったならば、もう一切手を

引きますよ。やっぱり分譲地の方を何とかしたいという中で、町が中に入ってやっている。

そして、保健士の方も入った中で、一応分譲地の方たちのそういう体調不良のことの相談な

どに乗っています。 

  しかし、低周波に関しましては、私、課局長が１日町長室に来たときに言ったんです。じ

ゃ、低周波としての本当に医学的根拠はあるのかということを何回も言いました。しかし、

その医学的根拠がない中で低周波として私も認めることはできませんし、やっぱりある程度、

医学界の中でこれはもう完全に低周波による被害ですよということを言われれば、それは認

識しますけれども、当時その低周波ということは、そういうことを考えられている、それが

低周波の原因ではないということをはっきりと言われませんでしたもので、まだまだ私は低

周波としては、やっぱり医学的なことで、その辺はまだ確信はしておりません。 

  騒音に関しましては、確かにブーンブーンという音がしましたから、それは確かにそのと

き言いましたけれども、低周波に関してはまだ医学的な根拠がないもので、それは私はまだ

信じてはおりません。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 町長、私が言っていたのは低周波に関して、あるいは騒音の被害に

関してどうとかこうとかをここでやるんじゃなくて、そういうようなことが現実にこの町で

発生しているにもかかわらず、この町の今、風車が一定程度けりがついたといいますか、全

３基とも停止の状態に至っている。しかし、にもかかわらずまた新たに始めるということに

関して、これはどういうことなのかというふうに思っているわけです。 

  ですから、医学的根拠がないということはないですよ。これは町長、全世界的にいろんな
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医学的文書もありますし、それは認識不足なんですよ。ただ、これは何回も言っているよう

に、裁判上でまだその被害との因果関係は認められていないということは事実ですよ。だか

ら、そのことを根拠にして、風車の低周波被害はないなんていうふうに言うと、これは現実

的にはちょっとおかしなことになるなというふうに思います。 

  それはともかくですよ、そこで蒸し返す気はないんです。今回、民間のほうに委託も考え

ているとおっしゃっているわけですけれども、その場合、かなり話し合いが進んできている

のかなというふうに思うわけですよ。とするとその概要ですが、私らはまだ詳しくはどんな

会社かとか聞いていないわけで、それについてはどういう経過でこの会社が来たのかとか、

先ほど何か金融機関から紹介されたみたいなことを言っていましたけれども。 

（何事か言う声あり） 

○１０番（藤井廣明君） いいですか。 

  それでは例えば、その会社としてやるかやらないかという以前に、じゃ、どのくらいの規

模のことを考えているのか。風車の規模ですね、大きさ。これに関しては何基くらいを建て

る予定でいるのか。何基ということと、それから規模です、大きさ。何キロワットかという

ことを、まだ私らも全然何にも聞いていないわけで、どういうことを考えているのか。いい

ですか。 

  それから、これについては本来的には環境アセスメントは必要なんじゃないかなというふ

うに思うんですけれども、その辺もわかったら教えていただきたい、環境アセスメントに関

する必要性。それは大きさとか規模によりますけれども。 

  それから、それの規模によりますけれども、現在、町の風力発電の規模は600キロワット

という大きさです。そうすると、これが余り被害等々は出ていないんじゃないかというふう

に言われているわけですけれども、それは一つには規模が小さかった。それから、基数も３

基だということ。それから、ある程度人家が周りにそう多くなかったという点が幸いしたの

かなというふうに私は思っているんですけれども、もしこれが、それを超えるような場合は

何らかの形でやっぱり影響が出てくるんではないかというふうに思うんです。ですから、知

っている限りの今の影響についても、周りにもやはり知らせる必要があるんじゃないかと思

うんです。 

だから、どんな建物でも建てるときには隣のうちには説明しなくちゃならないと一緒です

から、例えばそこにはアニマルキングダムさんもいますし、それから保育園もあるわけです

よね。保育施設なんかも現実には子供さんが102人いらっしゃると。それから職員が調理の
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方なんかも含めて二十七、八人の方がいらっしゃるわけで、そうしますと130人くらいの方

がその真下にはいらっしゃるわけで、その辺に対する配慮、そういったものも全く医学的根

拠がない、関係ないというふうに言って説明なしでいいのかどうかということに関して非常

な疑問がありますので、その辺について承っておきたいなというふうに思います。 

  それからこれは、風車に関しては全国に倒壊した例とか燃えた例とかいっぱいあるわけで

す。熱川自身でも２回倒壊しまして、これはもう余りにもしつこいから写真は少し省きまし

たけれども、それから東電のこっちのほうの風車も１回ユーラスエナジーさんも故障しまし

たよね、10号機。そういう焼損の事故とか。ですから、機械物だから壊れると言えばそれは

それまでなんですけれども、例えば、唐津市の風力発電の場合なんかは、これは燃えていま

す。燃えていますけれども、この800メーター先ぐらいには玄海原発なんていうのもあるん

です。だから、こっちのほうのような倒壊なんかした場合には非常な危険性も伴う、こうい

ったことはもう常識的に考えなくちゃならないことで、これは世界中だと燃えている例とか、

倒壊している例、これは熱川のほうの倒壊したときのちらばった例ですけれども、もう数限

りなくあるわけです。伊方町にもありました。沖縄にもありました。 

  ですから、こういう事故のあるもの、こういったものをこれからも町の共同会社ですか、

その形でやっていくというふうになると非常に問題が出てくるのではないかと思うわけです。

その辺に関してはどんなふうに考えているか。それと、共同会社というふうな形で町の出資

がないんだと言いますけれども、どういう会社の形態、どういうあり方なのか。 

というのは、風車に関しては結構あちこちでやっぱり訴訟を起こされたりなんかしている

例もあるんです、自治体が絡むと。伊方町もそうでした。町が出資して３％くらいだったか

な、その事業に出資したら苦情が出た。そうしたら、その苦情、被害、訴え、そういったも

のはみんな町に来るわけです。会社はだってそこに常駐していないんですから、そういう点

で最後の責任をとれというふうなのは必ず町のほうに来ますので、そういうふうになります

と、そういうことに関しては、企業継承に関してどんなふうなことなのか、ちょっと町長が

考えていらっしゃることを含めて聞かせていただきたいなと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、多分言いました、まずね、藤井議員。皆さんにもう全協で示して

いるんですよ、５月に。５月の資料を見ていますか。 

  ここに、企画調整課、議会全員協議会、資料、平成30年５月15日。ここで一応、今後の運

営方針についての中で、企業名ＧＰＳＳホールディングス、事業内容、提案内容、書いてあ
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るんですよ。知らないなんておかしいじゃないですか、どういう会社か。もう全協の中でも

う皆さん方にどこの会社がやる、どういう方針でやるということはもう言っているんですよ。

そして、詳しいことはわかりませんもので、あした、全協で来て説明すると。そういうふう

になっている中で、今、私は、じゃ、何のためにこの全協を開いているのか。この資料、ち

ゃんとあるでしょう。ないですか。この中に…… 

（「ちょっと待ってて」の声あり） 

○町長（太田長八君） 待っています。 

  この中にちゃんと、風力発電施設の継承について、議会全員協議会資料、平成30年９月15

日。これは皆さんに渡っているんですよ。それで今、藤井議員から全然知らない、どういう

企業がやるだとか言っている中で、じゃ、全員協議会をやる必要があるのかなと。当局がこ

のようにちゃんと資料提供をしている中で今みたいにやると、全く議会を町民が見れば、じ

ゃ、また議会軽視をしているのか、そこだけを見ればですよ。藤井議員の質問だけを見れば、

また議会軽視をしていると、そういうふうになりますよ。しかしながら、ちゃんとこうやっ

てやっていることも言ってくださいよ。いかにもどういう会社がやるのか議会は知らないと

か、ちゃんとここにＧＰＳＳホールディングスと書いてあるじゃないですか、企業名。そし

て概要は別紙に書いてあるとかね。もうこれは皆様方に渡っているでしょう。そういう中で、

町はここに書いてあるように、一応昨年の２月、これは５月の段階です。「昨年２月の全員

協議会で今後の運営方針についてお示ししたとおり、今後の運営につきましては、エコリゾ

ートタウンのシンボルとしての役割を保ったままで運営を民間企業に委ねるのが適当と考え、

技術と知見を持ち、当町の風況を生かした運用が可能と思われる複数の専門企業に打診した

が、昨年10月に当町の」とちゃんと書いてあるんです、これ。これを見てみれば、今、藤井

議員が言った議会に全然示していないとか、これはもう議会にもう示す、町民にはまだ言っ

ていませんよ。これは確実です。しかし、あした全協をやりますもので、ここで私がまた下

手なことを言うとまた誤解を生むので、あしたの全員協議会で今の進捗状況をちゃんと説明

いたしますので、そこでまた皆さん方の判断、いろいろなことを聞いていただければ大変あ

りがたいと思っております。 

  以上で…… 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 担当課から、すみません。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 
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○企画調整課長（遠藤一司君） 環境アセスの関係でお話がありましたので、お答えさせてい

ただきます。 

  県のほうで環境影響評価条例というのがございまして、そこである一定の出力を超えます

と第１種事業になりまして、これは条例アセスが必要となってまいります。それ以下ですと、

1,000キロワット以上7,500キロワット以内の場合には２種事業となりまして、それに該当す

るかどうかというような判断を県のほうでするようになります。それについては、事業届け

出書というのを出して、今判断を仰いでいる状況なんですけれども、これに該当した場合に

は条例に基づいたアセスメントをするということになりますけれども、該当しなかった場合

でも、この会社は自主的にアセスを行って、どういうような影響があるのかというような調

査は行う予定でおります。 

  現在におきましても、机上の計算ですけれども、保育園ではどのくらいの騒音の発生が見

込まれるのかというような計算はしておりますが、当然これは実際の測定を行った後に結果

は出ますけれども、それまでの準備は現在でも行っているということだけお伝えしておきま

す。 

○議長（飯田桂司君） 藤井議員。 

（１０番 藤井廣明君登壇） 

○１０番（藤井廣明君） 町長ね、全協で示したというふうに言っていますけれども、私ども

は根本的にまずこれは撤去の方向でいくのか、それとも継続の方向でいくのかということに

関してのものはまだ相談にあずかっていないんです。それと今、ＧＰＳＳさんという会社名

が出ましたけれども、これに関しても、明日、説明があるということであって、今まで説明

がないわけです。その具体的な、これはどういうことなのか。 

  例えば、具体的に今言っているように、風車の基数はどうなんですか、何基なんですか。

あるいは、何ワットのものを建てようとしているんですか。そういうことに関して何の説明

も受けていないわけです。だから、私らも賛成のしようも反対のしようもないわけで、です

から、それは明日聞くというふうなこと、これはこちらから要望して初めて実現することじ

ゃないですか。こちらから要望したんですよ、議員のほうからも何も一切わからないと。Ｇ

ＰＳＳさんというのは、私の知っている範囲でも、風車はたくさん調べてきましたけれども、

そういう会社は余り風車の建設会社としてないななんていうふうに、これはもちろんネット

を調べれば会社としては出てきますけれども、風車の専門の会社ではないわけです。 

そういう点で、私ども議員はみんな以前は何かもう修理しないでこのまま撤去ということ
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もあり得るというふうな町長の言葉だったし、でしょう。そしてその後、継承するんだとい

うふうなこと、それは決定なのかそうではないのか。まだわからない、まだわからないと言

いながら、話は進んでいるわけであって、その内容について私は問いただしているわけです。

ですから、それはどちらでも町民にとっていいこと、町の財政にとっていいことであれば、

それは私らだって議会が反対するわけがないじゃないですか。だから、それについての判断

の材料をもっともっと欲しいと。 

  それに当たっては、先ほど申したように例えばアニマルキングダムさん、そこには動物な

んかもいる。ホワイトタイガーですか、今、ドル箱になっている。一般的には動物に対する

影響も人間以上に出るんですよ。これは、例えば熱川の人たちの例も聞いておりますけれど

も、どこでもそうですけれども、飼っている犬とか猫が狂ったように家じゅうを走り回ると

か、いろんなものをひっかき回すとかいうことは言われているわけで、それから外国の例で

すと、広いところに風車を巨大なのを建てたら、やはりヤギとかそういったものが死んだと

か、それから放牧している牛の乳が出なくなったとか、ほとんど出が悪くなったとかという

例とか、そういったものも含めて動物に対する影響等もあるわけです。 

それで私らも危惧するのは、もしそういったことがあった場合には、これは訴訟沙汰にな

る、そういうことも重々考えられる。そういう先まで見通して、今までの知見を、自分たち

が獲得した知見を駆使して先も見通してやらない限りは難しいんじゃないでしょうかという

ふうに言っているわけです。 

  ですから、当然、先ほど保育園のほうも言いました。にも説明しなければならないでしょ

うし、父兄のほうにも説明する必要があるでしょう。そういう行政的な手続といいますか、

粛々とやはりやるべきことをやらないで、ただどこか銀行から紹介された会社に次の事業を

引き継ぎたいというふうなことを言ったのでは、これは私ら議員もやっぱりちょっと納得で

きないというか、ちょっと批判的にならざるを得ないな、どうしたんだろうというふうに考

えるのは当然じゃないですか。そういう意味で言っているわけですから。 

  私は今言ったことに、まず基数とかワット数とかそういったものも全然示されていないで

す。それをやりたいんだ、こういう会社だということだけは確かに全協であれしましたけれ

ども、それについての細かいことに関しては伺っていないので、せめてここで質問をしてい

るどういう経過……、アセスに関してはわかりました。県の指導でやれと言われればやらな

くちゃならないでしょうし、そういう意味で騒音調査等々も含めてやらなくちゃならないで

しょう、環境のアセスメントですね。 
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そういう意味で基本的な数字が私どもはまだ判断材料がないので、その辺を伺っているわ

けです。まだ誰も聞いていませんよ、何基建てる予定なのか、どのくらいの大きさのものな

のか、町民にも説明していないと言うけれども、議員にも説明していないですよ。私ら委員

会ですけれども、そういう基本的なところから、やっぱりこれでどうだろうねとかいうこと

であれば私らも、じゃ、それはこういう方法でいったらどうだろうとかみんなで協議すると

いう形なんじゃないでしょうか。 

  一概に全面的に批判だけしているというのじゃなくて、これは撤去費用等々含めてどんど

ん金がかかるのであれば、今の段階で撤去したほうがいいんではないかというのも一つの考

え方だと、そういう考えを町長が述べたことがありますので、それはそれで一つのあり方だ

ねというふうにみんなは思っているわけです。ですから、そういう中で次に継承するという

ことは、また次のステップを踏むわけですから、それに関してはやっぱりきちんとしたもっ

と説明がなければできないし、それに基づいた質問に答えていただきたいなと思います。 

  また私、風力に関してよりは一番下に写真を出しておきましたけれども、伊豆市の大見川、

すぐそばです、そこにある水力発電所の、もう100年以上経っているんですけれども、まだ

現役で使っているんです。これと同じものが京都の南禅寺にもありました。非常にきれいな

ままに使われております。水力というのはそういう意味では、環境に負荷をかけないし、落

差が５メーター以上あれば何回でも使えるというふうなこともありますし、こうやって百二、

三十年使ってもまだ現役だというあたりも含めて、水力等々を推進するほうが私はいいんじ

ゃないかというような、これは私の意見ですけれども、風車に関しては非常に不安もありま

すし、町民の方も不安視する方もいますので、やはり慎重の上にも慎重にあらねばならない

んではないかと思いますので、ひとつお答えいただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私、本当にもう全協をやる意味が果たしてあるのかどうか、今、疑問

に思っているんですよ、はっきり言って。さっき言ったように５月２日、30日、25日か、全

協である程度どこがやる、そして町はこういう考えでいるといった中で、今、藤井議員が質

問出たのは私としては心外でございます、はっきり言って。そのときに会社の概要も言って

いるんですよ。会社はこういうところで、全国でこういうことをやっているということを皆

さんに示しているんですよ、これ。それを全然知らないなんて、おかしいじゃないですか、

それ。 

（「それはないな」の声あり） 
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○町長（太田長八君） 参考資料と書いてある、これにね。ある程度、ホールディングとか概

要は別紙と書いてある中で、この資料は皆さん方に行っていると思いますよ。 

（「来ていないですよね」の声あり） 

○町長（太田長八君） では、確認してくださいよ。もう原課が行っていますと言っている、

これはね確信を持って言っている。じゃなきゃこの概要別紙なんて書きませんよ、この会社

の内容を。 

  もうそういうことを把握した中で一般質問をしてもらえば結構ですけれども、そういうこ

とも一切なく町が独自でやっている。当然、私、こういうことはエコリゾートタウンを推進

しているからできればこれを継続していきたい。 

  その前に一応やった中で、会社がなかったんです、はっきり言って、この風力に対しまし

て。そういう中で、最悪の場合はやっぱり一般財源の中からこれは撤去しなければならない。

そういう考え方に皆さんなりましたよ。しかしながらそれは財源がやっぱり5,000万円近く

かかりますもので、それにかわる企業が来れば、そこでいわば継続的にやってもらうもので、

町としても大変ありがたいという中で、今この話を進めているので。 

  これは決定したわけではありませんから、そういう中であした皆さん方に、会社の方が来

て概要を説明いたします。今、私が言ったらまた皆さん方にちょっと違うことを認識させた

というようなもので、今日は言いませんけれども、あした全協の中でちゃんと聞いてくださ

いよ。今、現状やっているアニマルキングダムがどういうふうに対応しているか。保育園に

対してどういう対応をしているか。それをちゃんと聞いてもらった中で、また皆さん方がそ

こでゴーサインを出す、またはゴーサインを出さない、これはまた議会の皆さんが判断して

いただければいいと思います。 

  だから、町といたしましては、やっぱり今の中でこれをやるのが一番、やってくれれば撤

去費もかからないし、そういう中でもある程度は財政的負担もならないもので、この会社が

やってくれるのがこの町にとって一番いいのかなという中で今合同でやって、検証している

中で、まだやるかどうかは、要するに最終的には議会の方々というのが判断するので。当然、

その可否を決めるのであって、それは議会の人がノーと言えば、これはやりたくてもやっぱ

り、それだったら企業の方にそれは申しわけないけれども言うしかないじゃないですか。 

  だから、これを決定と思われちゃ困るんですよ、はっきり言って。これは決定じゃなくて

実証実験をやっている中で、あした進捗状況を皆さん方にお知らせ示すという中で、また議

会の皆さんがそのときに、議会はどう考えているかとか、また企業が考えれば、やっぱり企
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業もいろいろ考えると思いますよ、それは。当然多数決が、議員が半数以上いれば当然やる

と思いますので、議員の方が半数以上が反対ならこれはやりたくてもできない、これが現状

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。 

  とりあえず、全部資料を見た中で一般質問をしてほしい。これを議会側へ要望するし、ま

た議長に対してもそういう要望をいたします。じゃなきゃ、何のために全員協議会で皆さん

方に知らしめた中でやった意味がありませんもので、今度、議長さんへ申し入れした中で、

こういう資料を見た中で一般質問をしてほしい。もし、それがなかったならば一般質問をと

めて、暫時休憩した中で、それは言っていきたいと考えます。じゃなきゃ、町民が迷ったり

します。本当、藤井議員とあれは当局との会話、これをずっと聞いていただければ誤解はな

いと思いますけれども、藤井議員だけ聞いていますと、町の姿勢は何だそんなもんかと誤解

を生みますので、それが一番困りますもので、その辺を今後注意していただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

（「議長、答弁漏れがちょっとあるんですが」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午前１１時５０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  以上で、10番、藤井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５０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。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員の第１問、ＡＥＤの設置状況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） 改めまして、皆さんこんにちは。 

  午前に引き続きまして、私の一般質問をさせていただきます。 

  今回は通告どおり２問になっておりますので、午後御飯の後ですけれども、よろしくお願

いいたします。 

  それでは、早速１問目のＡＥＤの設置状況についてお伺いいたします。 

  この質問に関しては、2017年３月の議会でも質問させていただきましたが、再度ちょっと

伺う点がありますので、よろしく御答弁のほうをお願いいたします。 

  １点目なんですけれども、前回ちょっと提案をさせていただいた町内のコンビニエンスス

トアとの設置協議についてですけれども、大分時間が１年半ほど過ぎていますので、今まで

の協議過程と結果がどのようになっているのかを教えていただきたいと思います。 

  ２つ目、こちらもお伺いしましたが、各旅館とか観光施設の設置状況の把握のほうも進め

ていただけるような御回答だったと思いますが、こちらの状況はどうなっていますか。 

  ３つ目、ＡＥＤの設置マップ作成等は行わないのでしょうかという３点でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第１問、ＡＥＤの設置状況については、３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、第１点目の町内コンビニエンスストアの設置協議の過程と結果はどのようになって

いるかについてですが、町内５店舗あるコンビニエンスストアとの設置協議はしておりませ

んが、意向確認のため、防災課において１店舗のコンビニエンスストアの関係者と話をした

ところ、設置については考えていないとの回答をいただきました。 
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ＡＥＤについては笠井議員も御存じと思いますが、１台30万から80万円と高額であり、使

用期限が５年、その間、バッテリー、パッドの交換など、定期的な更新が必要となることか

ら、国県の補助制度がない中、町が補助する事業としては考えておりません。ＡＥＤの設置

は、原則施設事業者が施設利用者、来客者等への配慮として設置すべきものであると考えて

おりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目の各旅館、観光施設の設置状況の把握はどのようになっているかについてで

すが、町の観光協会の調査によれば、ＡＥＤを所有している宿泊施設は12件となっておりま

す。また、その他、アニマルキングダム、熱川バナナワニ園、稲取ゴルフクラブなど主要観

光施設はいずれもＡＥＤを所有しているとのことです。 

  次に、３点目のＡＥＤ設置マップの作成は行わないのかについてですが、国内のＡＥＤの

設置場所につきましては、一般財団法人日本救急医療財団により、ＡＥＤ設置場所検索にて

マップ化されたものを検索することができるようになっております。これを活用することに

よりマップのかわりになるものと考えております。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  設置確認に関しては、協議は行っていないよということだったんですけれども、確かに町

長がおっしゃるとおり、コンビニエンス事業者が自主的に設置をするというのは非常に費用

的な部分というのがかかるというのは私も承知はしております。 

  当然、前回も答弁にありましたけれども、定期的な検査がかなりかかるというところで、

なかなかコンビニ事業者さんでそこの重要性というのを、企業として考えて導入をするとい

うのはなかなか厳しい部分というのは非常にわかります。 

  マップに関しても、町長、答弁があったように、日本救急医療財団の全国ＡＥＤマップ、

こういうものがありまして、こちらに関してはスマートフォンでのアプリの提供も行ってい

ることは私も存じております。ただ、このマップに関してなんですけれども、やはり設置場

所にはなっていて、詳細も出るんですけれども、町内の公民館とか、今、町が設置してある

ところを使用可能日、使用可能時間帯等を見ると、365日、24時間使用可と書いてあるんで

すが、その他特記事項に、これちょっと白田浜のやつを僕、資料で今出してきたんですけれ

ども、公民館を使用していないときは常時施錠と、ＡＥＤ使用時は要注意ということで書い

てあります。確かに365日、24時間は使えるよと。だけれども、公民館があいていないとど
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うなのという注意事項が書いてあります。マップに関しては、確かにこのマップを使えば独

自でつくる必要はないです。 

  コンビニエンスストアの設置に関してなんですけれども、なかなか事業者さんでお願いを

するというのも厳しいというのは先ほど言ったんですけれども、ただ、全国的に見ると、市

町村で行政が携わってコンビニエンスストアと提携をして導入を進めている自治体もたくさ

んあるのは御存じだと思うんです。 

  じゃ、例えば例で出しますと、栃木県の下野市、こちらは市内のコンビニエンスストア22

店舗、セブン-イレブン・ジャパンのお店で12店舗、ファミリーマート７店舗、ミニストッ

プで３店舗ということで設置しましたという形で、行政のほうが補助というか出して設置を

しております。やはりあと、ここの町は市なのでお金もあるんでしょうけれども、市有バス、

あとはオンデマンドのバス、こちらのほうにも設備を入れていますという形になります。あ

とは神奈川県の大磯町、こちらもコンビニエンスストアと提携をし、導入をしています。 

私はお金を出して事業者さんにというのも方法としてはあるのかなと思います。ただ、当

町の財政を考えるとなかなかちょっと厳しい部分があります。 

  先ほどのマップのほうに戻っちゃうんですけれども、この財団法人のマップを見ると、熱

川小学校、幼稚園、両方ともマークがついております。あの短距離で２つある。例えばです

けれども、町が今導入をしているＡＥＤの数、精査をして、この部分をコンビニエンススト

アに町が設置をしていただくことは検討の課題としてはできないでしょうかというところが、

私、一つ提案の事項でございます。 

  やはり、なぜこんなにＡＥＤ、ＡＥＤと私が言っているかというと、前回も言いましたけ

れども、観光の町でございます。使用率というのは全国的に見ても本当に何％、一桁台でご

ざいます。ただ、だから使わなくて、設置しなくていいんだという考え方にはちょっと至ら

ないかなと。なので、費用をかけずに効率よく設置ができる部分に関しては、町と企業との

タイアップというか、協同してやっていくことによって効率化、そして何か起きたときに救

える人命の数が増えるのではないかと私は考えております。ですので、町長に今、協議はし

ていないよということで言われていましたけれども、もう一度そのあたり、私が言った提案

を踏まえてお伺いしたいと思います。 

  観光施設、旅館等々なんですけれども、観光施設に関してはこのＡＥＤマップにも出てく

るんですけれども、旅館さんに関してはちょっと少ないかなと思うんです。12件かというと

ころがちょっとあります。その部分に関しても、先ほどと同じなんですが、企業さんなので、
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入れる、要らないはどうしてもそこの施設になってしまいますが、その辺の部分も町として

補助等ではないですけれども、やはり重要性というのをちょっと大きく言っていってもいい

のかなと思います。 

  また、施設さんのほうも、これを見ると、実は町長もホームページ、今、コピーを持って

きていますけれども、すみません、地図が小さいので申しわけないんですが、これ色分けが

されていまして、実はグレーの部分というのが旅館さんとかの部分であるんですけれども、

実はこれ何で色が違うかというと、メンテナンスの更新時期なんですね。更新時期のデータ

が更新されていないと、どんどん過去のものというか、色がグレーになっていて、正確性が

下がるというようなマップになっています。 

  なので、例えば観光施設のほうとか、あとは旅館さん、今入れていただいているところも、

例えば町の観光協会とかが自主的にメンテナンス状況等々を確認しながら、こういうところ

のマップに情報として追加をしていくことによって精度の高いものが上げられると思います。

この部分に関して、町の観光協会がいいのか、観光商工課がいいのか、その辺は町長の判断

で構わないとは思うんですけれども、そういうところのデータの更新、今後やっていけない

のかというところを踏まえまして、御答弁いただけたらと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、コンビニの協議の関係でございます。 

  当然、意向確認のためやったらもううちはやらないよ、そういうことは考えていないよと

回答いただきましたもので、協議はやっていない、そういうことでございますので、その辺

は御理解願いたいと思います。 

  それと１点、学校関係、提案されました。しかしながら、それは口で言うのは簡単でござ

います。いざそういうことが起きたときに、幾ら緊急時であっても、例えば幼稚園で事故が

起きたら、なぜ幼稚園にＡＥＤはないんだと絶対言われます。ただ、小学校が近いから、そ

こで多少兼用している。そうすると行政はできませんもので、やっぱり公共型のいかに近く

にあったとしても、それはやっぱり両方に設置するのが我々の義務じゃないかと考えており

ますので、その点は私としては無理ではないかとは考えております。 

  そして、やっぱりこれはあくまでＡＥＤは基本的には企業の努力目標ではないかと考えて

おります。基本的には、いざ何か災害が起きたら、もうすぐ駿東の救急消防、やっぱりこれ

にまず電話していただいて、その補助としてＡＥＤがあるということが、まずとりあえず消

防の救急に連絡してもらって。 
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  それで、一旦これを補助するのは簡単ですよ。その後のメンテナンスをいかにするか。今、

笠井議員が言ったように、このマップの中でもいろいろ更新されていないからなるという中

で、やっぱりその更新に係る費用が今後継続してくることで、機械は単にやるだけならそれ

はできると私は考えておりますけれども、いざメンテナンスのことを考えると、これは簡単

にはやっていけないという町の現状でございます。やっぱりそういう中で財政がだんだん厳

しくいっている中、当局もお金を稼ぐ、税収を上げる方法、そういうことを考えた中で、こ

ういう福祉とかいろんなことはやっていきたいと考えております。 

  それと、町とか観光協会にその更新のことを言ったあと、これはあくまで私ども、その個

人の責任でもってやらなきゃならないと考えております。町とか観光協会が積極的にそれを

やるのが私いかがかなと。やっぱり個人が企業努力の中でこれをやっていく、私はそういう

考えでございますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） 町長が言う企業がというのも非常にわかるんですけれども、先ほど言

っていた僕の、観光協会とか観光課でというのは、別にメンテナンスをしてくれではなくて、

リサーチするのはできますよねと。それを、例えば観光の旅館さんとかがなかなか手間にな

るよということであれば、代理人で町としてですけれども、観光客に向けてのマップの更新

というのをかわりにやってあげて、最新の状態を保ったらどうですかという御提案でござい

ます。 

メンテナンス費用まで町が持ってというのはなかなかもう難しいです。もうそこに関して

は、旅館さんも大きい、小さいがあります。当然、大きな旅館さんで万が一があったときの

ために入れていると思われますので、そういうところでせっかく入っているよというところ

で、メンテナンスの状況の更新が、多分メンテナンスはされているんだろうと思いますが、

更新のデータが上がっていないことによってというのが、ちょっともったいないなと思って

提案をさせていただいておりました。 

  町長が言うように、さっきのは一例としてですけれども、近いからというのもそうですけ

れども、ただ、小学校、幼稚園のところでそれぞれというのもわかります。ただ、じゃ、公

民館とか、例えば大川小学校に関しては今も設置してあるのかどうかわからないですけれど

も、マップには載っていますよね。今使っていないところとか、あとは近いところとかいう
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ところで、何ていうんですかね、ちょっと精査すればそこの部分をほかに移設することはで

きないのかなというのが続きだと思います。 

  そうすると、これができるかどうかはあれですけれども、町が今までのメンテナンス費用

で電力設置場所というのはコンビニエンスストアさんに御協力をお願いはしなきゃいけない

と思いますが、設置ができることによってコンビニエンスストアさんも、うちは緊急時にも

ＡＥＤとかで対応ができますよというのが一つできると思います。 

  確かに町長が言うように、まずは消防へというのはそうなんですけれども、ただ、今、駿

東伊豆の状況下でいうと、事例もありますけれども、救急車が来るまでに時間を要する場合

がありますよね。稲取の分署がある場合は早いんですけれども、最悪のパターンだと、今ま

での事例でいうと吉田とか、まだ八幡野のほうだったら大川とかは早いですけれども、稲取

であればやはりそれなりに時間かかるというところがあって、万が一のときにＡＥＤがある、

ないで助かる命のパーセンテージ、当然心停止の場合は時間がたてばたつほど蘇生率という

のは下がるのは皆さん御存じの事実でございますから、そこを助けるためにもやはり効率的

な設置、それでかつ24時間あいているコンビニエンスストアというのは非常に効率的だと私

は考えます。 

  なので、町長がおっしゃることもわかるし、増やすというのもなかなかお金の部分で難し

いというのも非常に理解はわかります。なので、精査をしていく中で、費用を増やさずでき

る方法というのを町として協議をしていただきたいというのが私の提案でございます。 

  これを全面的に売っていくことじゃないですけれども、売っていくとやはり観光客のほう

の中の安心面というか、ＡＥＤがあるから来るというのはないかもしれないですけれども、

万が一そのときになったときには、やはりあってよかったなと思う場所にはなるかなと思い

ます。だから、田舎だから結局救急車が来るまでに時間がかかっちゃって、とうとい命がな

くなっちゃったというのは減らしたいということは私の思いです。 

  なので、そこの部分を一応当局側で、今どうこうで結論は出ないお話ですけれども、前向

きに検討をしていただきたいと思います。３月のときも町長の答弁の中に、確かちょっと前

向きにそういう部分は必要かなという回答があったと思うので、ぜひこの辺に関しては検討

をしていただきたいというところがございます。 

  セブン-イレブン・ジャパンのホームページにも出ているんですけれども、今やはり増え

続けているようです。全国でセブン-イレブンだけですけれども19都道府県、63市町村と連

携してセブン-イレブン724店舗、店内にＡＥＤを設置しているというのが今セブン-イレブ
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ン・ジャパン、2017年６月現在ですけれども。これが一応セブン-イレブンのほうとしても

売っていますよというところがありますので、ぜひ町が協力をして提携を結んでやっていた

だけたら、それはアピールにもなると思いますし、特に都会ではないところですから、そう

いうところでぜひできないかと思いまして、もう一度町長のお考えを聞きたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、精査、これは絶対必要だと考えております。確かに、大川小学

校、今は使っていないもので、それは撤去して。しかし、今後の大川小学校の使い方によれ

ば、またそこが必要になってくるかわかりませんもので、それはすぐさまそれを撤去すると

いうことは言いません。今後、今、大川小学校の跡地の利用計画やっていますもので、その

辺は理解願いたいと。 

  そんな中で、やっぱり笠井議員にわかってもらいたいのは、近いからじゃもっと精査して

効率よく使ったらどうかと言われますけれども、そこが公共の弱いところで、いざ事故が起

きた場合、例えば近隣で一番近いところは熱川の幼稚園と小学校で、幼稚園でＡＥＤが設置

していなくて、マスコミは厳しいですから、なぜＡＥＤを設置していないという、熱川小学

校に設置があると、近いものでそうしたと言うと、これとんでもない回答で、それはもう自

治体がたたかれることに。町としては幾ら近いからといっても、公共の建物は１つに１個、

これが原則でございますから、近いからそれを省いて特化する、精査する、これはやっぱり

民間はそう考えるかわかりませんが、やっぱり自治体、公共、町民、いろんなものを預かる

者にとってはそこにやっぱり、あるべきところに１つはなければならない、そういう考えで

やっておりまして、それは御理解願いたいと思います。 

  今、マップにおける更新の手助け、これは一応手助けというかちゃんと更新したというよ

うな、せっかくマップがありますので、それを検索しますもので、自分みずからやってくだ

さい。これは業者に言えると思いますので、町とか観光協会で代替でやって、それを今考え

ております。業務量がどんどん多くなって職員とか大変ですから、その辺は指導することは

やりますけれども、町がかわってやるということは今のところは考えておりません。 

  そしてあと、セブン-イレブン、これはちょっと考える、検討があります。一応個人がこ

ういう見解ですから、個人との協議はなかなかできないと今考えておる中で、セブン-イレ

ブンさんがそういうことがあれば、どういう条件の中、自治体と提携を結んでいるか、これ

は検討させていただきたいと思います。 

  セブン-イレブンさんが企業努力の中で、あと町も一緒に協力してやっている、そういう
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名目が欲しいのかどうか。その辺はちゃんと精査していけば。ただ、セブン-イレブンと自

治体がちゃんとやっている、その内容を精査した中でこれはやっていきたいと。もう一つ、

いい方向になれば、町のメリットがあればそれはやっていきたいと考えています。このセブ

ン-イレブンはちょっと調べ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） 笠井議員。 

（１番 笠井政明君登壇） 

○１番（笠井政明君） なかなかやはり財政面とかもあるので、再三言っておりますけれども、

やはり公共施設の部分とかも、町長が言うように、何でというところもありますけれども、

例えばアスド会館にも今ピンがついているんですけれども、そこの部分とかは１個なくなる

のかなと。それごと渡すのかわからないんですけれども、聞いていませんから、そういうと

ころとか、あとは、公民館部分とかも地区に設置をお願いしているんですけれども、それを

例えば白田浜の公民館であれば申しわけないけれども、セブン-イレブンに移すとかいう協

議はできるのかなと。 

公共施設と言うんですけれども、白田浜のところは、あそこの保健センターにもあります

よね、ＡＥＤ。なので、そういうところでその地区の人たちがオーケーであれば提案できる

よねという話なので、全部が全部必要があるか。だから、学校とか当然そういう保健施設と

かは必要かもしれないですけれども、あいているかあいていないか、使うときしかあいてい

ない公民館のやつとかの精査を検討してくださいということで、前向きに向かっていただけ

ればと思います。いい方向でこのマップがうまく使えてアピールができる方法をやっぱりお

互いに考えていっていければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱり私どもより笠井議員は民間の考えだと思いますよ。町を預か

る人間として公民館というのは公共的な建物であるから、近いから公民館のことをなくして

いるということか。そういうことは町は一切考えません。そういう公民館でやったら町民は

やっぱり集まってきますから、そういう公共的な建物をまず町は優先してやらなければなら

ない。それは考えてもらいたいと思います。 

確かに笠井議員の言っていることはわかります。理屈じゃそのとおりでございますよ。し

かし、いざ町全体を預かるとなると、やっぱりまずは公共、幾ら近くであったとしても、公

共になければならない、このことは理解してほしいと思います。 
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その点は民間となれば、当然我々も民間であればそういうことを考えますよ、これは無駄

じゃないかとかね。それは考えますけれども、町全体の数で、まず公共の建物、そこにこの

ＡＥＤを設置していく、それが基本でありますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

（発言する声あり） 

○町長（太田長八君） うん。だから、精査すると言いましたよね、さっき。だからそれとに

かく、当然アスドも不要になってきますもので、それはどこか代替するような感じがあると

思いますもので、それは精査させていただきたいと考えております。 

  それで、さらにあとやっぱり、せっかくマップに載っていても更新が古いとなると、せっ

かく企業の方が努力してやった中で、そういう目で見られることは心外でございますもので、

更新期間がマップのところに出ているということは旅館とか企業には説明した中で、その企

業にやってもらいたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、プログラミング教育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） それでは、２問目の、プログラミング教育についてをお伺いいたしま

す。 

  2020年度より必修となる小学校のプログラミング教育について、当町の取り組みというか

計画についてお伺いを何点かさせていただきたいと思います。 

  まず、１点目なんですけれども、今言いました2020年度へ向けた実施計画、どのように計

画されているか教えてください。 

  ２つ目、民間企業との提携計画は考えているか、教えてください。 

  ３点目、小学校は必修になるんですけれども、中学校、パソコンの授業というのは昔から

あるんですけれども、そこでプログラミング教育だったりとか、その他でも課外活動でのプ

ログラミング教育についてはどのようなお考えをお持ちか、３点お願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） これは教育関係でございますので、教育長より答弁いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 笠井議員の第２問、小学校プログラミング教育については３点から
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の質問ですので、順次お答えします。 

  １点目の2020年度へ向けた実施計画はどのようになっているかについてですが、平成29年

３月に改訂されました小学校の新学習指導要領が2020年度より実施されます。今回の改訂に

おいて、これからの社会を生きていく子供たちに、コンピューターを理解し上手に活用して

いく力を育成するため、小学校においてもプログラミング教育が導入されることとなりまし

た。 

  御質問の実施計画ですが、本年度は学校の教職員に対して、国や県の新学習指導要領説明

会が実施されており、各教科・領域の内容説明を受ける中で、プログラミング教育について

の理解も深めているところです。 

  新学習指導要領本格実施前の来年度は、プログラミング教育に必要な教材、教具、資料等

の予算化を図る予定です。また、プログラミング教育の研修会への参加や、文部科学省発行

の「小学校プログラミング教育の手引」の指導事例等を参考にするなどして教職員の研修を

深め、2020年度の指導体制を整えた上で、指導計画を作成していきたいと考えています。 

  ２点目の民間企業との提携計画はについてですが、文部科学省の「小学校プログラミング

教育の手引」には、各教育委員会において、必要な企業・団体や地域、大学との連携にも積

極的に取り組むように示されています。本教育委員会としましても、現段階ではまだ計画は

進んでおりませんが、できるだけ情報収集をする中で、民間企業等との連携・提携を行って

いきたいと考えております。 

  次に、３点目の中学校でのプログラミング教育、その他課外活動等のプログラミング教育

についてはどのように考えているかについてですが、現在、中学校では３年生の技術科でプ

ログラミング学習が行われています。2021年度実施の中学校新学習指導要領においては、ネ

ットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラムについて学ぶことがつけ加え

られております。技術・家庭科の技術分野を担当する指導教員を中心に、「情報活用能力」

を「学習の基盤となる資質・能力」と位置づけ、教科横断的に育成することが大切だと考え

ています。 

  また、プログラミングに関する学習活動は、学校の授業だけでなく、クラブ活動などの課

外活動や学校外でのプログラミングの学習機会も大切な学びの場であると考えております。

先ほど述べました企業・団体や地域、大学の連携等を視野に入れながら検討していきたいと

考えております。 

○議長（飯田桂司君） 笠井議員。 
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（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。 

  僕のほうもわからないなりにいろいろ調べて、文部科学省のホームページを端から端まで

見てまいりまして、計画自体は今、文科省が出しているのも教育長がお話ししていただいた

とおりでございます。実際にはもう来年が職員の先生たちの研修だったりとか予算化という

のが確かに計上はされていますよと。 

  ただ、僕が今回これを聞いた理由というのは、確かにまだこの間も改訂第２版になったり

とかして多少変わったりとか、今動きながら変わっている部分もあるんですけれども、町と

してプログラミング教育を必修化していったときに、この教育で子供達にどのような大人に

なっていただきたいのか。また、こういうことに力を入れていくということで、町として、

先ほど午前中のもありましたけれども、ＩターンとかＵターンとかＶターンとか、そういう

企業さんの誘致も一緒になってきたりとかしてくるのかなというところがあって、今回質問

しています。 

  要は、町として来年１年で要綱を見ながらやっていくよというと、時間的な問題でなかな

か、「2020年、はい、スタートですよ」と言って計画を立ててスタートができるかなという

ところは一つありましたので、ちょっと確認をさせてもらいました。 

  企業連携については教育長が言ったとおりでございまして、文部科学省のほうも一般企業、

大学、その他専門機関と連携を図り、よりよいものをつくっていくということでなっており

ます。もう実証実験で始まっている自治体なんかだと、かなりもう企業さんとの提携という

のが進んでいますね。 

僕なりにこれは何でかなと思ったときに、なかなか今まで学校の先生たちで得意な人、不

得意な先生、いると思うんです。ただ、このプログラミングというところ、小学校で調べて

みると、いきなりプログラミングを書き出して組んでどうだということよりかは、考え方で

すね、プログラミングの考え方というものをまず覚えていこうということ。僕も調べるまで

あれでしたけれども、パソコンを使って全部やるのかなと思ったら、そうではない部分とい

うのもたくさんあるということで、であれば、なおさらどういう教育でこの町はやっていく

のかなという計画を早目に立てて、トライして問題点を洗い出して、それを来年度という形

で、回りながらいくんだろうなとは思います。 

  連携に関して言うと、賀茂地区で言ったらもう下田市さんがいち早く連携の一歩を踏み出

したのかなと思います。町長も御存じかとは思いますが、角川のドワンゴさんという会社、
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御存じかどうかわからないんですけれども、動画配信サイトのニコニコ動画というのをやっ

ている会社でございます。2018年５月30日にネットの記事なんですけれども、ここが通信制

と普通に通える学校、Ｎ高等学校というものをやっています。これは何かといったら、今後

日本が迎えるＩＴ人材の育成、人材不足の解消で、インターネットの通信教育と普通に通っ

ていただく学校として、文庫の角川さんが学校法人をつくってやった高校でございます。 

  下田市はここと連携をして、本年度プログラミング教室というのを中学生向けに行いまし

た。かなり評判がよく、来年度も続けていくようなお話は聞いております。何で下田市さん

がこのドワンゴ学園、Ｎ高等学校と連携を結んだかということは、福井市長も言っています

けれども、今後やはりＩＴ化が進んでいく中で、下田という地域が人口減少が進んでいく中、

なかなかＵターンで戻ってきていただけないという土地柄、また、東伊豆も含めてですけれ

ども、なかなか企業誘致が望めない場所というところで、もう地元の子供たちをＩＴに触れ

させて、それに付随する企業さんたちの誘致、これをすることによって子供たちが帰って来

られないとか、流出を防ごうということを主な目的として始めたという形でコメントをして

おります。 

  川根本町の例も町長、御存じだと思います。川根本町は光回線を町で導入をして、全域に

光回線が入って全家庭にかわねフォンという電話みたいなＩＰ電話を設置しているんですけ

れども、川根本町は先日、海外のＩＴ企業が日本法人を川根本町にオフィスをつくっていた

だいたということになっています。２年ぐらい前、僕も見に行ったときに言っていたのは、

企業誘致をしていく中で、先ほど連携というところがありましたけれども、町の子供たちに

触れさせて、そして企業さんたちにここで仕事をしていただきたいんだということが先日の

発表で本当になったんだなということがあります。 

  企業連携をもう進めていかないと、2020年始まって実はどこもかしこもみんなそれを狙っ

ていまして、なかなか連携を結べるところというのが非常に少なくなってくると予測ができ

ます。都会はいいんです、都会は大学もいっぱいあるし、企業さんもたくさんあるし、連携

といっても本当に距離が近くてすぐ来られる。ただ、ＩＴの世界なんで、実は連携する企業

は地元じゃなくても、東京でも沖縄でも北海道でも、それこそ海外でもいいんです。光回線

なんで、時間さえ合えばモニタリングで全部双方向できます。さっき教育長のほうの説明に

もありましたが、2021年から双方向も含めた中学校でのプログラミング、こういうところも

含めてできることはたくさんあるんですよ。 

  なので、文科省とかの方向の計画も踏まえなんですけれども、独自の計画というのを早々
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に立てて実行していくべきではないかと思うんですけれども、その辺、教育長、町長、お考

えを教えていただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、このＩＴ関係、これは自分が思うのはもう、今本当に残念なの

は、アスド会館にそういう話がありました。それが断念して本当にそのとおりなんて言って

も、もうこの町は先進町ですよ。それが頓挫したおかげで今こういう状況になっている、こ

れを何とか打破しなければならないと考えております。そのときにやっても、ＩＴ関係のト

ップが来て、この東伊豆町、ＩＴのまちとうたって、もう川根本町よりかももっと……、こ

れはたらの話を言ってもしようがないですけれども、それが来ていればもう本当にこの町は

ＩＴのまちとして結構名をはせて、また違った方向へ行っていたのではないかと考えていま

す。 

  そして今、本川根町、本当にすばらしいですよ。県知事もやっぱりこのインドのその関連

会社が言ったまちづくりをやっている。過疎の町がこんなになってこれはすごいねと言って

おります。 

やっぱり町もそれを目指した中で頓挫して、今こういう状況です。それはなるべく早くそ

のような方向でやっていきたいと考えておりますけれども、なかなかそういう企業が来ない

というのが現実でございまして、言っていることと現実はありますが、それは笠井議員の言

われたとおりでございますもので、町といたしましても、それは積極的にそういうところは

探していきたいと考えております。 

  さらに、プログラミング、これ私もホームページ見せてもらった中に、プログラミングと

いう教科はないと。理科、算数、国語、いろんな面でプログラミング的な考え方、これを子

供たちにそういう幅広い考え方をやるのが、このプログラミングの一つの目的だと考えてお

りますもので、まず子供たちがプログラミング的な考え方、幅広い考え方を持つようなそう

いう教育をまた教育委員会にお願いしたいなと考えております。 

  当然、プログラミングというのはもうコンピューターという私も頭がありました、ＩＴと。

しかしながら、よく見ると、そういう教科はないと。そういう考え方を子供たちに知らしめ

るための一環としてＩＴが、そういうコンピューターが、私はそう理解しております。そう

いう考え方の中でやっていただいた中で、当然、笠井議員が言ったＩＴ関係の連携、これは

絶対必要でございますけれども、それはそういう中で進めていきたいと考えています。 

  また、教育委員会は教育委員会の考えがあると思いますもので、また教育長から答弁いた
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させます。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御意見ありがとうございます。 

  町としてプログラミング教育をどのように進めていき、子供たちがどのような大人になっ

てほしいかというようなお話が最初にありましたが、まず、小学校におけるプログラミング

教育については、幅広く企業、それから研究大学等ともいろいろ研究を進めていたり連携を

進めるというような動きもありますけれども、まず、教育委員会として考えるのは、今回の

学習指導要領の改訂の中で、小学校教育におけるプログラミング教育のあり方の基本的な考

え方をしっかり押さえるべきと思っております。 

それはコンピューターを使う、使わないもありますけれども、意図した処理を行うという、

そういう指示をするというようなことがコンピューターの世界というか、コンピューターの

使い方の中であるというようなことも含めて、子供たちがそういう学びをしてコンピュータ

ーが身近な生活の中で活用されているというようなことを知り、そして問題解決には必要な

手順があるというようなことに気づいていくというようなことが、各教科等で育まれる思考

力やその思考力を生かす力、それをこのプログラミング教育の中で身につけていくというふ

うに受けとめておりますので、子供たちにどういう大人になってほしいかといいましたら、

町長からもありましたけれども、やはり自分たちの身の周りで起きていることをしっかり受

けとめて、それがどんな手順で進んでいっているかというようなことを考えられ、そして自

分たちがこれからどういうふうにそれに対応していくかという思考力をつけながら育ってい

ってほしいというのが基本的な教育委員会としての捉え方です。 

  その中で、企業等でいろいろ進められている、これからＩＴを使うような場面での将来活

躍してくれる子供たちに対するプログラミングの講座等もありますが、そういうものが東伊

豆町のこれから未来において、町をつくり、人を育て、子供たちを育てるという意味で大切

な一つの方向ということもお話の中にありましたので、そこの辺も大事なことだとは思って

おりますが、まず2020年度の小学校の中でのプログラミング教育については、そこまで教育

委員会も、すみませんが、連携・提携の中でまちづくりに子供たちがどういうふうにするか

というところまでは、まだ計画等は進んでおりません。本当にそれも大事なことだと思いま

す。子供たちが思考力・判断力を育てるプログラミング教育の中で、それをいかに将来生か

していくか、それが町の中でどう生かせるかということは、子供たちにもこれから学校の中

でも当然考えさせていかなければいけないかなと思っております。 
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  これから勉強しながらやっていくということなんですが、期間も2020年度までに対して時

間もないというようなお話もありましたし、確かに企業等が行政、自治体、あるいは教育委

員会と連携・提携をしていくということについては、非常に全国いろんな動きがあるのかな

と思います。その辺についてまだ研究不足であることはありますので、これからいろいろと

教えていただいたり、これから情報を収集しながら検討していかなければならない課題だと

思っております。現在お話できることは以上です。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  考え方というところはあるんですけれども、僕、そのプログラミング、先ほど言ったよう

に、どういう手順を踏んでどうなるかという考え方というのを、今みんながみんな当たり前

に使っているものの原点を考えようよというのが、大きくとったもう僕はプログラミング教

育だと思っております。 

ただ、プログラミングの世界、ちょっと専門的な話にはなってしまうんですけれども、実

は算数で例えると、例えば１足す１足す１足す１足は４だよというのが、２掛ける２で４な

のかという短縮できるような考え方、要はこれ、何かと言ったら、プログラミングにはそう

いういろんな処理があって、こうすればああなるという形なんですけれども、単純に計算と

一緒で、それを並べていけばできるんですけれども、じゃ、いかに効率化させるかというの

も一つ考え方としてあるということです。やり方のこうだからこうなっているよというのも

そうなんだけれども、こうすればこうなるというのもそうですけれども、そのパターンです

ね、それがどれが最適かというのを考えさせるのが、自分で考えて行うというのがこのプロ

グラミング教育の僕は最大の目的なんだろうなと思っております。 

  今後、パソコンだったりとかスマートフォン、それ以上のものが出てくるかもしれません。

そのときに、当たり前のように使いこなせるようなスピードというのを、グローバルでもう

進んできますから、日本もおくれちゃいかんよということでこういうことだと思っておりま

す。 

  なかなか教育長、計画、難しいところだと思うんですけれども、ただ、僕の考え方として

ですけれども、５年、10年先の本当に青写真を思い描いて、こんな感じだったらいいなと。

例えば、2020年から教育を受けた小学生たちが大学へ行っていろんな問題を見つけて、この

東伊豆町で起業ができるような、変な話、一人親方でも起業ができるような体制ができたら
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いいなという思いを考えて、じゃ、振り返って今の2019年とかに戻ったときの期間を考えた

ときに、そういうふうになっていくためには今後何をしていかなきゃいけないか。順番立て

ていくという考え方も、実はプログラミング教育、幅広くなっていくと思います。子供たち

がこういう考え方になってくると、今度これについてくる学校の先生だけじゃなくて、みん

な大人もこういう考え方にシフトしていかなきゃいけないよというところがあります。 

  なので、僕が言っていたのは、大きな未来の目標を描いて、それを実現するための手段を

逆算していく、時間と。それで、やれること、やれないこと、お金のこと、時間のこと、人

のこと、たくさんあるんですけれども、これを解決していくための手段、これがプログラム

の考え方だと思います。 

  なので、せっかく国が2020年から必修科目でやっていくよということでいくんであれば、

もうそういう考え方で進んでいる企業さんだったり、海外でもいいと思いますよ、僕は。や

はり待っているだけだとなかなか企業さんは来てくれないです。下田の先ほどのドワンゴの

Ｎ高等学園の話は、僕は下田に直接聞いてきたお話ですと、今、東急エージェンシーから下

田市にお金を払っている人が１人、下田市に出向してもらっている方がいるんですが、この

方がやはりＮ高等学校、おもしろいよねと。これ地方でできないかなということで、アポイ

ントに行って営業じゃないですけれどもお話をして、こういう企業誘致というか提携を結ば

れたというのがざっくり言ってしまうと経緯でございます。 

  これがなかなか待っているだけじゃ無理で、じゃ、どんな企業がいいのかとなかなか難し

いところだと思うんですけれども、いろんなところ、例えば下田の先進的な取り組みがあり

ますから、そこに聞いて、どういうところにどういう話で持っていったらいいのかとかいう

ことをやっていくだけでも、企業提携とか大学も同じだと思うんですよね。こういうことが

したいからうちにお力をかしていただけないですかということ。だから、こういうことをし

たいからというのがないと、やはりそれは向こう側も何したらいいですかになっちゃうので、

そういうところも考えて、広くもう１年あります、2020年スタートするまで。それでスター

トから、最初からわーっとスタートダッシュできれば差はつくんでしょうけれども、巻き返

しもできます。今から考えれば、僕はまだまだ東伊豆町ももうプログラミング教育というも

のを使って、まだ回復できる部分というのはたくさんあると思います。 

  先ほど町長は、確かにアスド会館の話が出てきましたけれども、確かにそれはそうかもし

れないんですけれども、あればね、だけれども、それは過去の話になっちゃうので、じゃ、

それを踏まえて、もしそのときに町長がそういうのが来て、ＩＴの東伊豆町になったんだろ
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うなと思うんだったら、別のところで別の方法でやるということもあったかなと僕は個人的

に思いましたというお話です。なので、広くプログラム教育を考えていただいて、取り組ん

でいただけたらと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 教育関係のは教育長に答弁させますけれども、このプログラミングは

必修科目といっても、科目はないんですよね。いろんな中でこういう考え方ということだも

んで、基本的には笠井議員が言った最初の考えだと思います。あとは教育委員会がどのよう

にやるかということでございます。 

  そしてまた、立地の企業の関係でございます。これからやりますけれども、まず企業、川

根本町などもまず全国探したらしいですよ、どこがいいかという中で。そしたら、あそこの

原風景があって、それでやろうと思ったら、本当は光ファイバーのやつが合致したもので、

川根本町がそうなったですよ。だからやっぱり、ある程度やるとなればそういう環境基盤整

備もしなきゃならない。それには多少お金がかかる。しかし、これは今後やっていかなけれ

ばならないと私は考えておりますけれども、その辺やっぱりこっちからも基本的に積極的に

やりますけれども、基盤整備をしなければそれは呼べないということだけはまた理解してい

ただきたいと思います。 

  要するに、川根本町はその光ファイバーがあったために、そして企業の方が川根本町とい

うその地形を大分気に入ったという中で、双方の名前が一致したので、今、川根本町も先進

的なＩＣＴの町としてもう全国的に脚光を浴びておりますし、県においても、そこを一つの

成功例として川根本町ももうやっておりますもので、町といたしましてもそのような方向で

やっていきたいと考えておりますので、また何かいい情報があったならば、また町のほうに

教えていただきたいと思います。 

○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、プログラミングの処理についての考え方、大切

さ、ありました。いかに効率的に考えをまとめたり、手順を構築していくかということがプ

ログラミング学習で大事じゃないかというお話ですけれども、本当にそのとおりだと思いま

す。 

  先ほど私は問題の解決に必要な手順があることを子供たちに理解させるというのが、文部

科学省のプログラミング教育のあり方の中に示されているというお話をしましたけれども、

ただ、必要な手順があるだけではなくて、体験的に今ウェブ上でできる文科省のサイトもあ
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りますし、スクラッチというような体験型のものもありますので、そういうのを動かす中で、

こうやってやると正多角形がこんなふうに描けるというようなところも、やはり試行錯誤し

ながら効率的な手順の踏み方というようなものを、ループがここで必要だとか、そういうよ

うなことが子供たちに今学習されるのではないかなというふうに思っております。本当に大

事なことだと思っております。 

  それから、将来５年先等を考え、子供たちがこの町に戻ってきて、そういうＩＴ関係の仕

事ができるというような大きな構想も本当に大事だなと思います。それも一つの子供たちの

未来ですね、しかも町の未来とかかわってくる大きな課題でありますし、大事な方向だと思

います。 

  文科省のプログラミング教育のあり方は何かいろいろ言っていますけれども、基本にある

考え方としては、新しい時代におけるこういう社会、新しい社会ですね、この時代、職業の

あり方をまた子供たちは今までとは違った見方で考えていかなければならないというような、

新しい時代が来ている。しかもこれから先もどのような職業がどんなふうに展開されていく

かも未知数な部分もあります。そういう中で育っていく子供たちがつけていく必要な力とい

うのは、将来どのような職業につくとしても生かすことができるような資質・能力というこ

とを、幅広く文部科学省ではそのようなことを目的として、その中の一つにプログラミング

教育があるというようなことを述べています。 

  ＩＴでこの町で起業するということも一つの子供たちの将来の職業でありますし、それ以

外のさまざまな職業についていくということも当然、子供たちの未来でありますので、この

町の未来と子供たちの未来を掛け合わせて考えていく中で、ＩＴ関連のことを教育とそれか

らまちづくりということで、大きな目標としていくことも大事だなというふうにお話を伺っ

ていて思いました。 

  下田のように、いろんな情報と、それから企業等の話等がうまくこちらでも情報を収集し

て、企業さんと連携・提携ができるといいなと思っておりますが、これから一生懸命教育委

員会としてはそういう情報についても敏感に収集をして、勉強しながら本当に短期間であり

ますけれども、町の将来に向けてのあり方を考えていきたいと思っています。 

  それから、もう一つ、笠井さんのお話とはちょっと別の視点なんですけれども、学校教育

では新学習指導要領、2020年から小学校が新しくなります。それから、2021年度からは中学

校が新学習指導要領の実施になります。その中で、特に小学校では、これまで外国語活動だ

った高学年が英語教科化、３、４年生に外国語活動、そしてこれまで教科ではなかったです
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けれども、道徳の教科化というようなこと。ここ数年、何年かの教育をめぐるいろいろな学

校の中に求められている大事な教育というものが、ここ数年で大きく変わりながら求められ

てくるということで、学校としても今非常に、本年度、来年度は小学校、中学校では移行期

間として次の新しい学習指導要領に向けての準備、研修等進めているところですけれども、

なかなかさまざまなことに対応していくということで、先生方の研修の時間と、それから労

力と教育委員会の準備も含めてですけれども、全てにわたって幅広く網羅して深く準備をす

るというところはなかなか今難しい状況にあるということも、すみません、別の面からです

が、ちょっとお話をさせていただきます。 

  本当にいい情報等がありましたら、ぜひ笠井さんのネットワークでまた教えていただけた

らと思います。よろしくお願いします。 

○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、２時10分まで休憩します。 

 

休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（飯田桂司君） ３番、栗原議員の第１問、災害時用の備蓄医薬品についてを許します。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 皆さん、こんにちは。 

  今回、私のほうからは、２問についてを質問させていただきます。 

  それでは、１問目の災害時用の備蓄医薬品について、御答弁をお願いします。 

  東日本大震災当時、医療現場や避難所などで深刻な問題の一つとなったのが医薬品不足で

した。南海トラフ地震のような大規模災害時には、搬入経路である道路が寸断され、被害も
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広範囲に及ぶことから、町に医薬品を調達することは現実的には困難であると予想されるた

め、医薬品の備蓄は重要と考えます。 

  そこで、次の点を伺います。 

  １、本町の災害時用医薬品の備蓄状況は。 

  ２、町内にある病院に医薬品の備蓄拠点となっていただけるよう働きかけてはいかがか。 

  ３、災害処方を円滑に受けられるよう、お薬手帳の重要性を周知するべきだと考えるが、

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、災害時用の備蓄医薬品については、３点からの質

問ですので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の本町の災害時用医薬品の備蓄状況はについてですが、災害時には医療救護

計画に基づき、救護所用の備蓄医薬品として、発災から３日間の、主に災害に伴うけがを想

定した外科系の応急措置用の医薬品を整備しております。内容については、医療救護連絡会

等で町内医療機関の御意見をもとに見直しを行う予定となっております。 

  次に、２点目の町内にある病院に医薬品の備蓄拠点となっていただけるよう働きかけては

いかがかについてですが、病院での備蓄につきましては、薬品の使用期限における処分など

を避け、有効的に使用できる方法など検討が必要かと思われます。今後、救護病院に指定し

ている町内２病院を中心に検討、議論をしていきたいと思います。 

  次に、３点目の災害処方を円滑に受けられるよう、お薬手帳の重要性を周知するべきだと

考えるがいかがかについてですが、議員御指摘のとおり、東日本大震災において医療データ

等の消失により、必要とされる服薬情報が不足する中、お薬手帳の情報が活用されました。 

  また、熊本地震においては、このような経験を踏まえ、厚生労働省が災害時の対応として

お薬手帳の使用を通知した経緯があることから、お薬手帳の重要性が改めて認識されました。

お薬手帳の重要性については薬局等でも案内されておりますが、町としても必要性について

啓発してまいりたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 
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○３番（栗原京子君） ただいま町長のほうから御答弁がありました。 

  今、町では発災から３日間のけがを想定したお薬を備蓄しているという御答弁でありまし

たけれども、それについてとても興味深い新聞記事があるので、お知らせしたいと思います。 

  今年の３月11日の宮城県紙、これはローカル誌ではなくて宮城県紙ですね、河北新報とい

う河津の「河」に南北の「北」の河北新報という新聞記事であります。この大タイトルが

「薬の備蓄ミスマッチ、災害時は外傷想定、実際は高血圧など慢性疾患が不足」というタイ

トルでありまして、内容が「災害時用の備蓄や救援物資には、主に外傷を想定した医薬品だ

ったが、実際は高血圧や糖尿病など慢性疾患の薬不足に不安が広がり、医薬品備蓄のあり方

に課題を突きつけた」という記事でありました。 

  また、東北の最大手の医薬品卸の会社で、バイタルネットという仙台市にある会社があり

ます。ここの方の取材では、震災の３月にこのバイタルネットという会社が受けた注文で最

も多かったのは、主に血圧を下げる利尿剤であったそうです。これは前年の同月に比べて10

倍もの量が増えたというふうにおっしゃっておりました。 

  各支社とも会社で12日分ぐらいのストックは各あるそうなんですけれども、どこもかしこ

もそれを全部放出して本当に不足した状態になってしまったということで、高脂血症や胃潰

瘍の薬を求める患者さんが大変に多くて、震災後に薬局を訪れた人の大多数が慢性疾患の薬

を必要としていたということでありました。 

  被災を免れて診療や営業を続けている病院や調剤薬局には、いつも飲んでいる常用する薬

がなくなった方たちが殺到し、平常時の在庫ではとても賄い切れない状況になったそうであ

ります。また、特にインスリンは糖尿病患者には不可欠で、備蓄の見直しは必要という内容

のものでありました。 

  私もこの慢性疾患の薬、実は初めに興味を持ったのがペットの薬でした。うちの飼ってい

るペットがずっと常用している薬があって薬が手放せないんですけれども、その病院の先生

が熊本地震でボランティアに現地に入ったときに、やはり動物病院はやっているけれども薬

の在庫がなくて、それで命を落とした子がたくさんいるんだよというふうな話を聞きまして、

１カ月分いつも余分に手元に置くようにしてあります。ただ、人間の場合は保険の関係があ

りますので、個人個人で１カ月多目にくださいと言っても出してはもらえない状況でありま

す。 

  そして賀茂域で今そういう会議を持っているそうでありますけれども、やはりその主流が、

先ほど発災から３日間、特にけがを想定した薬品類が中心になると思います。でも、例えば
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南海トラフのような大地震の場合は、局地的な被災と違ってどこもかしこもいろんな薬が不

足する状態なので、これはできたら賀茂域でなく各市町で、ここら辺の備蓄をしていく必要

があるんではないかというふうに個人的には考えます。 

  先ほどお薬手帳の重要性ということで町長もおっしゃっていましたけれども、ふだん処方

薬というのはお医者さんの処方箋がないと薬局では出してはもらえないものです。ただ、災

害時は後からその先生の処方がもらえるんであれば約束ということで処方、薬をもらうこと

ができます。また、お医者さんと連絡がとれなくても、持っている薬の包装紙でも「これを

飲んでいるんだよ」と渡せば出してもらえるというふうに厚労省でも認めています。 

  ただ、やっぱり包装になっているものとか、白い粒でもむき出しでも粒で番号とかがわか

るものはどの薬というのが特定できるんですけれども、調剤で粉になって、しかも混ざって

いる粉だともうこれはアウトで、何の薬かは全くわからないようになってしまいますので、

お薬手帳、持っている方もたくさんいますけれども、なかなか大切と思っている方は少ない

んじゃないかなというふうに思います。これは町でぜひ、お薬手帳、災害のときにはこれが

処方箋がわりになりますので、この重要性を強く訴えていっていただければなというふうに

思います。 

  また、本当に町だけでなく、賀茂圏域の中でどの市町も災害用の備蓄医薬品、慢性疾患用

の医薬品については備蓄をしていってほしいなというふうに思いますので、また賀茂圏域の

会議の中で、また東伊豆がそういう体制が整えるように提案をしていただければなというふ

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） 今、栗原議員が言いました、町長会というものがありますので、一つ

の話題としても投げかけることはやぶさかではありません、その辺は。 

  それと、今たしか医療救護計画では３日分の外傷、中で町が動いているのは多分現状だと

思います。そういう中で、うちの町は医療救護連絡会、これは本当にほかの町にはないほど

活発にやっております。この中でまた検討させていただいて、どのような方向がうちの町に

とっていいかということは、また原課のほうがこれを聞いた後でやると思いますので、これ

を活用していきたいと考えております。 

  さらに、お薬手帳、これは本当、壇上で言いました、今回の熊本地震でもこれがほとんど

その証明になったという中で、これは町としても啓蒙していきたいと思います。いいことは

どんどん啓蒙していきたい。必ず災害はやってくると思う、思っていなければいけないもの
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で、その辺のお薬手帳の有効活用ということは町民のほうには啓蒙をしていきたい、そう考

えております。 

  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） まず、薬の備蓄ということで、慢性疾患についてというこ

とが１つございましたけれども、それ以前、まず災害時ということで、町長のほうの御答弁

では、救護所を中心にした３日間の内容について、状況についてということで御説明をさせ

ていただきましたけれども、議員が言われるように、そのこと以外にも常時薬を必要として

いる人、そういう方が発災時に手持ちの薬等を喪失するということは多々考えられるという

ことで、もちろん薬の持ち出しができた人は非常にいいんですけれども、薬等を持ち出せな

い方が多数いる場合には、一時的に非常に多くの医薬品が必要になってくるというような考

え方かと思います。今後、うちの医療救護連絡会等でもその辺のところについて議論をさせ

ていただきたいというふうにも思います。 

  それから、発災時の外科的な内容につきましては、先日も11月30日にお医者さん方と議論

をさせていただきまして、変更・見直しについての協議をさせていただいております。今後

は備蓄薬、慢性疾患についての議論についても進めていきたいというふうに考えます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  事例として、大阪市の東住吉区で、地元の病院と協定を締結したというニュースが出てお

りました。本年の１月、循環型備蓄といってローリングストックです、ある地元の病院に区

がお金を出して多目にストックを入れてもらう。その多目にとったストックの中から、ふだ

ん患者さんに出すお薬を使っていく。減ったらまたそこにストックをするということで、備

蓄という枠で別に設けて、期限が来たら捨てるということではなく、ふだんの使っているス

トックを多目にとるという形の循環型の運用をしているようであります。 

  町も町内に大きな病院がありますので、ぜひ協定を結んで、そこに多目のストックをとっ

ておけるようにしていただける体制づくりをしていただけたら安心だなというふうに思いま

す。 

  また、インスリン不足が深刻だったという東日本大震災のときのニュースがありましたけ
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れども、インスリンもふだんの食生活、ふだんの環境での血糖値でのインスリンの分量だと

思いますので、また、避難生活が長引いてくると血糖値もかなり変動してくると思います。

それに対しての、例えば低血糖の予防だとかのために血糖検査の器具というかも必要になっ

てくるのではないかなと思います。また、そこら辺は医療会議で専門の薬剤師さん、また、

医師の方たちと連携をとって進めていっていただけたらなというふうに思います。 

  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） まず病院との協定、壇上で言いましたけれど、これ検討を投げかけた

中で相手がどういう判断をするか、これは一応検討させていただきたいと思います。できる

だけ町民にいざとなったとき不便じゃないけれども、十分対応できるような体制を町は当然

とっていかなければならないと考えておりますもので、これはある程度真剣になって病院の

ほうに配置を投げかけていきたい、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。 

○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） ローリングストックにつきましては、私どもも検討に値す

ることだというふうにいつも考えております。それについては前向きに進めていきたいと思

います。 

  それから、血糖検査等ということで、インスリンが不足したときの場合の対処ということ

で血糖検査等ですけれども、うちの保健センターのほうでも健康教室、生活習慣病の予防と

かそういうもので血糖の検査等も含めた内容のものも取り扱っておりますので、そういうと

ころでも簡易検査が可能な体制は整えられるかと思いますので、それも検討していきたいと

いうふうに思います。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  この件は本当に自分の中では大事な部分だなというふうに思いまして、実は賀茂域全市町

に投げかけました、議員さんたちに。それで、今回12月の定例会で各市町一斉に同じこの災

害時用の慢性疾患用の備蓄医薬品についての質問をしています。それぞれ市町によって反応

は違うようでありますけれども、また東伊豆、本当にそこら辺が進んでいるということです

ので、ぜひもうそこら辺を先進例としていろいろ体制づくりをよろしくお願いしたいと思い
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ます。 

  また、各賀茂域の市町に提案をしていっていただけたらなというふうに思います。よろし

くお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 健康づくり課課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 私どもで開催しております医療救護連絡会等においても、

県の職員も同席をしていただけるので、そういう場においても提案をしていきたいというふ

うにも考えます。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、介護予防ボランティア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） 続いて、介護予防ボランティアについてを伺います。 

  常任委員会で視察した埼玉県吉見町では、介護予防事業の先進例として、送迎から会場設

営等、運営を社協に委託するなど役割分担をしつつ、充実した事業展開をしていました。そ

の中で、介護予防ボランティアの存在は重要でしたが、東伊豆町でも今後増えると想定され

る生活支援などの人材確保のため、介護予防ボランティアの必要性を強く感じ、次の点を伺

います。 

  １、介護予防ボランティアの養成講座を開くお考えは。 

  ２、受講者を増やすため、区長や民生委員を中心に受講への声かけをお願いしたり、健康

教室の卒業生に受講を勧めるお考えは。 

  ３、受講修了者には、特定健診での案内や通所型事業での参加者の出迎えや靴の履きかえ、

健康体操のリーダーなど、活躍の場をつくる必要があると思うが、いかがか。 

  ４、活動に値するボランティアポイント・地域商品券との交換などのお考えは。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第２問、介護予防ボランティアについては４点からの質問

となっておりますが、１点目の介護予防ボランティアの養成講座を開くお考えは、及び２点

目の受講者を増やすため、区長さんや民生委員さんを中心に受講への声かけをお願いしたり、

健康教室の卒業生に受講を勧めるお考えはについては、関連がありますので、一括してお答
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えいたします。 

  介護予防ボランティアにつきましては、現在、介護予防サポーター「はあと」という団体

に一般介護予防事業のお手伝いをしていただいております。このサポーターは教室の卒業生

にお声かけさせていただき、参加していただいておりますので、現在、養成講座を開催する

予定はありません。区長さんや民生委員さんを中心に受講への声かけをお願いすると御質問

がありますが、仮に養成講座を開催することとなったときには、周知も含め一般的に公募を

行い、参加を募っていくことがよいかと思います。 

  次に、３点目の受講修了者には特定健診での案内や通所型事業での参加者の出迎えや靴の

履きかえ、健康体操のリーダーなど、活躍の場をつくる必要があると思うがいかがかについ

てですが、活躍の場をつくることも社会参画という意味では必要かもしれませんが、現在、

事業の中でボランティアの協力が必要とされるものが何かを精査し、検討する必要がありま

す。健康教室の運営につきましては、非常にスムーズに行われていると聞いております。 

  次に、４点目の活動に値するボランティアポイント・地域商品券との交換などのお考えは

についてですが、現在、町が行っている健康づくりや社会参画について、健康マイレージ事

業を実施しております。ボランティア活動もポイントの対象となっており、ふじのくにいき

いきカードにて商店等で特典が受けられるメリットがあります。また、年度末には生活用品

が当たる抽せん会を行っており、地域商品券も当選商品になっております。 

○議長（飯田桂司君） 栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） 御答弁ありがとうございます。 

  介護予防事業は、全ての65歳以上の高齢者を対象とする一次予防事業と、生活機能がちょ

っと低下しているなと思われる高齢者を対象とする二次予防事業、また、リハビリなどの三

次予防事業からなっていて、それらがシームレスに連携していくことが理想とされていると

思います。 

  今回質問の介護ボランティアは、一次予防事業であり、お元気な65歳以上の高齢者の方が

対象となる事業であります。そのボランティアの目的は、大きく分けて１点目に、高齢者の

社会参加を促し、それ自体を介護予防につなげていくということ。また、２点目は、住民相

互による社会参加活動によって地域の活性化を促すこと。３点目に、介護保険料及び介護給

付費等の抑制につなげること。４点目が、ボランティア活動をする方がやりがいを持って活

動し、活躍の場をつくること。この４点だというふうに考えられますけれども、高齢者が地
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域社会を支える担い手として地域活動に参画していくことは、その方自身の生きがい創出で

あったり、また、地域の活力増進にもつながると思います。 

  したがって、介護予防、健康増進の施策は心身機能にとどまるものだけではなく、高齢者

の生きがい活動や社会参加を後押しする施策を充実させていく必要があるというふうに考え

ますが、先ほど町長のほうから、いろいろボランティアの活動の場は精査していくというこ

とで、教室でもボランティアがうまく機能しているというふうに伺いました。 

  それで、うちは母が、その同じ教室かはちょっとわからないんですけれども通っていて、

やはりボランティアの方が何人か来ているそうです。椅子を出してくれたりとか何か途中で

紙を張るのをやってくれたりとかというふうのをしてくださっているそうです。 

  埼玉県の視察に行った吉見町では、東伊豆は靴のまま多分その教室に参加になると思うん

ですけれども、吉見町の場合は室内靴に一回履きかえるんです。それで、来た方たちをお迎

えしたりとか靴の履きかえを手伝ってあげたり、また、誘導してあげたり、普通の特定健診

のときに案内役を買って出てくださったり。そのボランティア講座を修了した、また、さら

にステップアップした講座があって、それに合格すると体操教室の先生を引き受けてくださ

ったりという活躍をしていらっしゃるそうであります。 

  先ほど町長のほうから、講座を開く予定は今のところなくて、声かけも公募にしていくと

いうふうに御答弁をいただきましたけれども、たしか前、私、初当選して最初の６月の定例

会でこの介護ボランティアの質問をしました。そしたら、東伊豆町はボランティアに手を挙

げてくれる方がなかなかいないんだというふうに答弁を町長はされましたけれども、やはり

公募でこういうことをやります、どうですかと投げただけだとなかなか人は集まってこない

と思うんです。なので、いろんな形でこちらからどうですかと、どうですかと、先ほどの健

康教室の卒業生じゃないですけれども、こちらから特定な人に声をかけていくという部分は、

ちょっと大事じゃないかなというふうに私は考えます。 

  講座は今のところ開く予定はないということでしたが、やはり地域のために何かやりたい

という方はたくさんいらっしゃるようですし、また、実際そういうグループがもうできてい

るということですので、そこを町がうまくつなげてあげて、うまく本当に活躍の場をつくっ

てあげられるようなシステムづくりをつくっていただけたらいいなというふうに思いますけ

れども、どうお考えでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点、この介護予防サポーター「はあと」という団体、これが
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お手伝いしていただいている、これは本当にありがたいことでございます。私もそれがどう

いう団体かまだ十分把握しておりませんけれども、そういう団体がやっていると。このサポ

ーター、そこが教室の卒業生にお声かけさせていただいている、どうですかと。現状やって

いるような答弁でございますよね。 

  そういう中で、今、栗原議員から積極的にそういう方に参加してほしい、また、公募では

なかなか集まらないからと、それも一理ありますもので、これは検討させてもらった中で、

やっぱり本当にうちの町、ボランティアになる人がなかなか少ないのが悩みでございます。

その中でいかにボランティアの方がこの町で活躍できる、そういう場を提供するのがまた町

の役目だと思っておりますし、その辺はまたいろんな中でやっていきたいし。 

  今、この答弁をするときに聞いた、現状では十分間に合っているというようなことも一応

聞きました。そういう中でまたやりたいような方もいるということを聞いておりますもので、

そういう方の気持ちは大事にしていきたいと考えておりますので、自分は原課のほうから一

応現状を説明いたさせます。 

○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） 高齢者の生きがいづくり、それから社会参画、それからう

ちで力を入れています介護予防ということで、「はあと」さんという団体がうちでやってい

るのは若返り教室というところの中から御卒業された方が担当していただいて、もともと入

っていた教室の、内容がよくわかるということも含めまして、そういうところのお手伝いを

させていただいております。 

  ボランティアのことにつきましては、一番最初に平成17年に自分がまだ現場で担当してい

るときに、介護予防サポーターという形で募集をかけたことが一度あります。そのときには

なかなか手が挙がらなかった。なかなか住民同士で支え合うという、その辺のところの仕組

みの理解がまだ上手に浸透できなかったということかなと思います。 

  ただ、今これだけずっと介護予防事業を続けていて、それから社会的にもそういうものが

常に必要という形でなっていたこの社会の中では、今そういった形で自発的に出てきている

というのが現状であって、その方々、非常に協力的に進めていただいております。今はこの

形がうまく進んでいるので、もう少しここを進め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） 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。 
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  前々回、私、シルバー人材センターの方にその新しい総合事業、生活支援などのお手伝い

をしていただいたらいかがでしょうかという提案をいたしました。そのあたり、シルバー人

材センターのほうではどういうふうにその話が進んでいるのかを教えていただきたいと思い

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） 栗原議員から、今年の２月だったと思うんですけれども、

シルバー人材センターの関係のボランティアの方、総合事業等の関係ですね、生活支援事業。

一応その後、議会終了後、シルバー人材センターのほうにお伺いして、その辺を協議させて

いただいたんですけれども、シルバー人材センターのほうといたしましては、現時点では人

的資源の不足等もあり、今の時点で事業化というものは考えていないというような形で御回

答をいただいたんですけれども、また、県のシルバーのほうの会議などでも、そういう研修

会などもあるので、そういうところには参加して情報を仕入れたいというような形でお話は

伺っておりますので、まだ今後も続けて協議のほうはさせていただければと思っております。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  前に介護ボランティアの質問をしたときに、シルバー人材センターとの整合性を図りなが

らという町長の御答弁がありました。また、当のシルバー人材センターのほうが人員不足で

なかなかそこまでできないんだという様子のようでしたら、そこら辺も新しい総合支援事業

のほうもあわせて、また町でそういう助け合いの仕組みづくりのほうを力を入れてぜひお願

いしたいと思います。 

  御答弁は結構です。ありがとうございます。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、３番、栗原議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（飯田桂司君） 次に、６番、内山議員の第１問、高齢者・介護者対策についてを許し

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） それでは、私、今回３本の質問をお願いいたしましたけれども、まず、

第１番目は、高齢者・介護者対策についてをお願いしてまいります。 

  高齢化社会が進む中で、住民生活の不安が強くなっています。安心で優しい環境整備が急

務だと思っております。次の点についてお伺いいたします。 

  まず、第１点は、高齢者・介護者の現況と今後の予測についてお願いします。 

  ２点目は、町内の入居できる高齢者・介護施設の状況について。それから、入居者数及び

待機者数についてお願いします。 

  それから、第３点目については、前々から言っているように、年金で入居できるような高

齢者・介護施設の建設や誘致を考えているかどうか。また、既存の施設事業所の活用につい

てをお伺いいたします。 

  ４点目については、今後の高齢者・介護者への対策と具体的な取り組みについて、この４

点をお願いいたします。 

○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） 内山議員の第１問、高齢者・介護者対策については、４点からの質問

となっておりまして、順次お答えいたします。 

  １点目の高齢者・介護者の現況と今後の予測はについてですが、65歳以上の高齢者人口は、

平成30年10月末現在、5,463人で、平成31年度をピークに減少していくと推計しております。

要介護認定者については、10月末現在、705人で、今後、団塊の世代が75歳以上になるにつ

れて増加していく見込みです。 

  次に、２点目の町内の入居できる高齢者・介護施設の状況は。入居者及び待機者数はにつ

いてですが、町内には、特別養護老人ホームとして湯ケ岡の郷が定員50名、認知症対応型生

活共同介護、いわゆるグループホームですが、グループホームあたがわが定員18名、有料老

人ホームが５カ所ございます。特別養護老人ホームの入所希望者数は１月１日現在の調査で

33人となっておりますが、静岡県の入所指針に照らし必要性が高いと判断される人は９人と

なっております。また、グループホームの待機者は10月末現在で15人となっております。 

  次に、３点目の年金で入居できる高齢者・介護施設の建設や誘致は考えているか。また、

既存の施設事業所の活用はについてですが、入居できる施設の建設ということですが、公設
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民営での建設は難しいと考えます。施設整備を行うとすれば、次期介護保険事業計画に必要

と考える施設計画を盛り込み、公募にて事業者を募ることになります。既存の施設事業所の

活用という点では、入居施設となりますと法律にのっとった整備が必要となるため、各民間

事業者の事業運営や方針によるものと考えます。 

  次に、４点目の今後の高齢者・介護者への対策と具体的な取り組みはについてですが、国

は、高齢者が要介護状態となっても、住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで

続けることができるよう、また、介護保険制度が今後も持続可能な制度として成り立つよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築、

深化を推進しております。家族・地域で支え合い、各種サービスを利用し、在宅で生活を続

けるという方針です。 

  町では、医療と介護がスムーズに提供されることを目指す在宅医療・介護連携推進事業や、

認知症施策として、認知症サポーター養成や高齢者声かけ訓練、あんしん見守りネットワー

ク事業などの見守り体制の強化、高齢者の権利擁護のための成年後見制度利用支援事業など、

引き続き実施してまいります。 

  今後は、地域ケア会議推進事業、生活支援体制整備事業などにも力を入れていきたいと考

えております。 

○議長（飯田桂司君） 内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） まず、現況を教えていただいたわけですけれども、65歳以上が5,663

人ですか、それで介護の人も相当あるということですけれども、私がこれから今の65歳にな

って一番心配しているのは、団塊の世代ですね。今ちょうど70を過ぎている方がこの地域で

も500人近くいると思うんですね。こういう人たちの処遇を今後10年間ぐらいの中で整備し

ていくというか、今やっていかないとおそいのかな、そんな感じを受けて今回の質問をして

いるわけですけれども。 

  それと今の状況より相当、今言ったように、高齢者施設、あるいは介護施設等、あるいは

そこに通所するとかそういう形の人が相当数多くなる。そういうことの中で今回の質問をし

ているわけですけれども、入居のできる高齢者施設、それは実際にここに先日担当課のほう

からいただいたものがありまして、委託で介護支援をしてくれる形のところが11、それから

訪問介護、ホームヘルパーですか、そこが４カ所、通所の介護が10カ所、それから訪問看護、

これはお医者さんがついているところが３カ所、通所リハビリのステーションが２、それか
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ら短期の入所介護施設、ショートステイが２、それで特別老人ホームが先ほど町長が言われ

たように１、それからグループホームですね、これは熱川のグループホームだと思いますけ

れども１、それから特定施設入所生活介護施設というのは、これは有料の老人ホームですけ

れども、それが３カ所、それから住居型の老人ホームが２カ所、これがこころさんとさくら

介護のことだと思いますけれども、そこが２点、それからあと、小規模の多機能の介護事業

所が１点、これは熱川のグループホームだと思いますけれども。 

そういう中で、私がここの中でまず、高齢者については、住宅型の有料ホームというか、

そういうものを町として考えていくようなことができないのかなと。 

  それで、実際今入居している人が介護の関係で33人、それで待機者が９人、それでグルー

プホームだとかに入りたい人が10人とありますけれども、これがこれから相当数増えてくる

と思うんです。これに対応するような形で今の既存のものでなくて、できれば前々から私、

もう議員になってから毎回のように質問しておりますけれども、でき得れば年金でできるよ

うな高齢者施設だとか介護施設を建設してくれることができないかどうか、それの検討を何

度もお願いしているわけですけれども、これについては、町長、先ほどの回答でも、公設民

営だとかそういうことの中でも難しい、これは一つは介護保険料が上がるということの中で、

いつも町長のほうからの答弁で、実際に私は何度もお話ししているんですけれども、それに

ついてはだめ出しのような格好の中でなっているわけなんですね。 

  それで、１つは、ここで質問をしますけれども、平均的な老人ホームだとかそういうもの

は、現在の受け値が、平均的な老人ホームの入居料、それについて大体１カ月およそ幾らか

かるか、その辺のことについて教えてもらいたいことと、それから、特養だとか介護の主要

なところの施設に入るについては、１カ月おおむね幾らぐらいかどうか、その辺のこともま

ず教えていただきたいことと、それから、公設民営だとかでできないということですけれど

も、もしこれを公設民営でできたときに、介護保険料が上がるということですけれども、そ

れはどんなふうになってくるのかどうか。例えば、今言ったように、平均的な老人ホームを

建てた場合のときに介護保険料が幾らになるのか、あるいは特養だとかそういうものの介護

が必要なところを建設した場合、公設民営等で建てた場合には介護保険料等がどうなってく

るのかどうか、その辺のことを教えていただきたいと思います。 

  それから、あと、４番目の、今後の取り組みの関係の中で、実際そういう介護施設だとか

そういうふうなものの推進だとか、あるいは人の面の角度で今回答されましたけれども、こ

れについては、私は、逆に介護をする側のほうのこともちょっとお聞きしたいと思うんです
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けれども、介護をする人の不足といいますか、そういうことについても各事業所のほうから

も聞いておるわけですけれども、これらの昔は介護福祉だとか、あるいは看護師の資格を取

るための講習、そういうものを社会福祉協議会だとか町のほうで主催して講習会を開いたこ

とがあったわけですけれども、そういうことがまたできないのかどうか、その辺のことを伺

います。 

  それから、その場合に……。 

とりあえずそういうことの中で、まずお願いをし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） これは本当に事務的なものだということは原課のほうから説明させま

すけれども、その介護予防をうちの町でできるか。それは今ここに元事務局長がいたもので、

うちの町ではそれはできないらしいですよ、そういうことは。その辺のことを副町長から答

弁いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 副町長。 

○副町長（鈴木利昌君） 昔はホームヘルパー２級というカテゴリーでしたので、当時の社会

福祉協議会でそういう講座を開いた実績もございます。今現在は、その後、ホームヘルパー

２級というものはもうなくなっていまして、百数十時間というような講習になりますので、

現在のうちの社協ではちょっと無理だと思われます。もっと大きな規模のところでないと開

催は不可能かなというふうに考えております。 

  以上です。 

○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） 老人ホームのまず入所の料金の関係の目安なんですけれ

ども、特別養護老人ホーム、特養ですね、こちらだと月平均の目安で、安いところで５万円

から15万円くらいの範囲。それから、老健と呼ばれる介護老人保健施設、こちらだと８万か

ら15万くらいというのが目安です。先ほど話がありました住宅型有料ですと、10万から30万

というような幅になっておりますけれども、一応これぐらいが目安になるのかなと思います。

あと、グループホームですと、８万円から30万円くらい、差はあるとは思いますけれども、

規模によっても違うと思いますが、これくらいの料金が月の目安となっております。 

  それから、建設に係る公設民営の部分ですけれども、当然、建設費用のほうは町のほうが

負担することになるかと思いますけれども、そちらにあと介護保険料の上限がどれくらい上
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がるかというようなことですが、規模によりまして違いますけれども、住宅型有料という話

もありましたけれども、住宅型有料老人ホームというのは完全に町がつくるものではなく、

事業者がつくる形のものになりますので、町が考える年金の金額で入れる施設となりますと、

29人以下の特別養護老人ホームという形になろうかなと思うんですが、小規模なものになり

ます。 

  介護保険料がどれくらいというのは試算はしておりませんが、少なからず1,000円ぐらい

ずつは上がっていく形になろうかなとは思いますが、そこは細かい試算はしていないので、

申しわけありません。また確認をさせてもらえればと思います。 

  あと、資格のほうの講習の開催ですけれども、先ほど副町長のほうから話はあったと思い

ましたけれども、今現在、町のほうではそのような講習会のほうは開催はしていない状況で

す。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 副町長。 

○副町長（鈴木利昌君） 国民年金で入居できるような、今、施設ということですが、湯ケ岡

の郷は一番最初にできたころの特養ですので、当然多床室というのはございまして、今言っ

た５万円から15万円という幅があるんですが、今現在はこれは国県のほうで認めてくれませ

んので、全部ユニット型です。個室になりますので、多分国民年金で入所というのはかなり

難しい。 

  今、参事のほうから説明がありました29人の地域密着型の特別養護老人ホームについては、

うちのほうの条例の中で多床室を残してありますので、それがもし認可できるのであれば、

そういうことも可能だと思いますが、逆にそれをやる業者さんというのがなかなか、29人と

いうことで、まして町内の人しか入れないということに基本的にはなりますので、非常に難

しい面があるのかなというふうには考えます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今、町内で平均的なところの入居の費用を聞いたんですけれども、大

抵どこのところでも５万円が一番安い。高いところでは30万円しているような格好ですけれ

ども、これだけのものを費用をやって入るというのはなかなか大変だと思うんですね。 

  そういう意味で、私はたびたび年金で入れるような施設が町でできないかなというような
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ことでお伺いしていましたけれども、実際に先ほど副町長も言うように、小規模で先ほどの

課長さんのほうからも、29人以下の小規模のところの地域型のものであれば検討できるのか

な。それで、入居料についても、介護保険料についてもおおむね１人当たりのものは１カ月

1,000円ぐらい、そういう負担でずっといくということはありませんけれども、できればそ

ういう形のものを１カ所でも２カ所でもつくっていただくようなことになれば一番いいのか

な。 

  実際に今後増えてくる人たちに対応するためには、もちろん公設民営でとっていただくこ

とも必要なんだけれども、既存の施設、今、さくらさんとこころさんですか、そこがそうい

う形のものに若干移行してくれてやっているわけですけれども、そういう中で、既存の施設

を利用するのであれば、そこを増築あるいは改築をするようなときに、例えば一番お金がか

かるのは消防の施設だとか非常の関係ですね、そういうスプリンクラーをつくれとか、ある

いはエレベーターをつくれとか、そういう形のものがあると思うんですね。できれば、町が

どうしてもできないということであれば、既存のところ、あるいは今後つくるところについ

てそういう補助制度をつくってあげて、そういう低料金で入居できるようなところをつくっ

てあげることが行政の仕事じゃないかなというようなことで私は考えていますけれども、そ

の辺のことについてお願いします。 

  それと、もう一つは、既存の施設の関係のことの中にはいきませんけれども、新しく大川

小学校が今廃校になっているわけですね。そういう中で、今使い道を、実際には今日質問し

た栗原議員だとか議長の飯田議員もいらっしゃるから、その方たちにも一応今日質問するに

ついてはどんなものかなという話もしたんですけれども、また、大川地区のことで区長さん

方とか区民の方にも御相談を十分していかなきゃいけないんですけれども、大川小学校はそ

ういう高齢者、あるいは介護の施設について、町のほうとして考えることができないかどう

かというようなことを、改めてまたお聞きしたいと思っています。 

  それと、今後の対策の中で、講習会については、先ほど副町長が言われたように、講習会

は２級の試験がなくなって、実際には講習だとかそういうものは100何十時間だとかそうい

う形になって、なかなかここではできないということがありましたけれども、そういう中で、

従来も講習会場等が沼津あたりでやっていると思うんです。人手不足の折、そういうことを

介護士だとか福祉士を養成するために、町がそこへ行くための旅費の補助だとか、あるいは

講習会についての助成をしていただくようなことが、町として考えることができるかどうか。 

  実際、人手不足については、国のほうもついこの間の新聞の中でも上級の介護職の場合は
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月に８万円程度の給料を引き上げするようなことがありましたけれども、人件費の負担まで

町としてはできないと思うんですけれども、せめて今の講習の会へ行く旅費だとか、あるい

は講習会の費用の助成について考えることができるかどうか、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） そうやって助成してといっても、今の財政状況を見ますと、とても厳

しいということは本当は内山議員もわかっていただけると思うんですよ。やっぱり自主的に

この辺をとってもらえれば、本当に町は大変ありがたいんですけれども、その補助とかにな

るといっぱいだと思うんです。補助、補助で、みんなこれやった人たちはこれも補助してく

れというもので、それはまた行政報告で言いましたけれども、財源がどんどん歳入が減って

いく中で、歳出をふやしていくというものはいかがと考えておりますので、今の自分の考え

としてはやっぱりそういう補助事業の中で新たなそういう助成、それは今考えていない。 

  だから、これがまちづくりはいろんな面の中でそれができればそれは、それによって町の

歳入が上がればいいんですけれども、今回は一応もう出るばかりでございます。そういう福

祉的な活動に対する事業、これは必要ですよ。これは必要だけれども、現状の財政の状況を

見る中で、そういうところになかなか補助を出すような現状ではないということだけは御理

解願いたいと思います。 

  それで、大川小学校の今の活用は内山議員から提案されました。これはひとついろいろな

面で検討する必要があろうかと思いますけれども、検討させてもらってだめなときはだめ、

ちょっと厳しかったことは言わせていただきますけれども、それは一つの内山議員からこう

いうことを提案されたという中で、また、今、大川地区が一応この跡地の活用を考えており

ますもので、そういう中でそういうスペースが何かもしあったならば、またこういう提案を

されましたよという中でまた検討はしていきたいと考えておりますので、大川小の跡地はあ

くまでも地区の方が考えた中で、基本的にはそれに沿ってやっていきたいと考えております

もので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  それと、町の建設となるとやっぱり大変厳しいもので、今は町が建設することは一切考え

ておりません。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 町長が言われることも私ももっともだとわかりますけれども、財政的
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な要素の中で助成をすることがなかなか難しいということは、これ確認したいんだけれども、

例えば既存の事業所、施設なんかの増築だとか改築だとかそういうものに一番お金がかかる

ようなスプリンクラーとか、あるいは私用の関係のものをやるについてもだめなのかどうか、

そういうことの補助は考えないのかどうか。 

  それともう一つは、講習会等については、旅費だとか講習会の費用についての負担ができ

ない、あるいは助成ができないというようなことなのか、その辺の２点についてまず確認し

たいと思っています。 

  それから、地域型の、副町長は一応国県等に問い合わせた中では、小規模の形のものは29

年以降、検討がなされることができるということですけれども、町長は、町としては考えて

いないということがあったんですけれども、その辺のことについて、現在の中で考えられる

のかどうか。これから、私が言ったように、今の状況よりかもっと相当ひどくなると思うん

ですよ。団塊の世代がそういうところに入所するようなときになって、もう確実に使用する

格好ができなくなるというか、そういうことがあるもので、そういうものの検討を今してい

かないと、後々になって行政として責任を負わされるのかなと、逆にそんなふうな心配をし

てるもので、その辺のところについてもう一度お伺いいたします。現在なのか、過去もこれ

からもそういう考え方で及んでいくのかどうか、その辺のこと。 

  それから、大川の小学校については、ぜひ私も今お話ししたように、大川の議員さんもい

らっしゃるし、それから大川の区の皆さんと十分話をして、そういうことが話が方向へ行け

ば、町としてフォローしてもらうことができるのか、できないのか。そういうことを含めて

再度質問をし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） まず、助成の関係です。今、町は大変厳しい。しかも国県の補助、こ

れがあることを原則としています。やっぱり町単でやるとなると、本当にこれからもう町は

今財政厳しい中で、町単というのは本当に厳しい中で、これがある程度国県の助成があれば、

それは当然町はいい事業ですから、それに対する町の負担を出した中で、一般の方に行って

もらうということは考えてもいいと思いますけれども、町単でやるとなると、今そういう大

変厳しい中で、あくまでも今は町が掲げているのは国県の助成がある中でやっていきたい。 

  しかし、まちづくりとかそういうことに関しましては、それはまた別の話でございまして、

やっぱり今後のことに対しまして、この町、何しろ来てもらった中で、もう本当に税収を上

げなければなりませんもので、福祉というものは本当にお金が出るばかりで稼げませんもの
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で、それは基本的にはもう福祉は充実しなきゃいけませんけれども、基本的には福祉をやる

ためにはある程度財源が必要であるということ。その財源は町が確保しなければならないと

いう中で、それはまた御理解願いたい。 

  福祉の重要性は重々承知しておりますけれども、福祉に対しては、あくまでも出ていく、

行政報告で言いましたけれども、福祉の増大が歳出に大分かかってきているという中で、財

源を圧迫しているのが現状でございますもので、その辺、基本的には補助金とかそういうの

は国県の助成があった場合は、町は、それは積極的にこういう事業があるから言ってくださ

いということは言っていきたいと考えております。 

  それとあと、大川小学校、また仮にそういう提案があれば、それはそれで真摯に受けとめ

た中で、これはあくまで大川小学校の統合に関しましては結構無理をした、無理というかそ

ういう御理解を願えた中で、熱川小学校との統合ができましたもので、それは当然、当局と

しては大川地区がそういうことを提案してくれば真摯に受けとめた中で、それは検討してい

きたいと思います。 

  これは本当に莫大な金がかかれば、ちょっとありますけれど、それは当然、多少のお金は

かかっても、大川地区からそういう提案があれば、これは真摯に町は検討していきたい、そ

う考えております。 

  あとは副町長のほうから答弁させます。 

○議長（飯田桂司君） 副町長。 

○副町長（鈴木利昌君） 先ほどの地域密着型の関係ですが、私が先ほど御答弁させていただ

きましたのは、年金額で入れる手段としてはそこしかないのかなと。通常の特養ではちょっ

と金額的に、今現在の制度では無理じゃないかなと。だから29人以下で地域密着ですと、東

伊豆町内の人が基本的に対象となりますので、手を挙げる業者さんというのは多分なかなか

ないんじゃないかなというところがあります、という答弁はさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、エアコン設置とブロック塀等の改修についてを許しま

す。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） ２番目に、エアコン設置とブロック塀の改修についてですけれども、

これは前回質問をして再度になりますけれども、またよろしくお願いします。 



－80－ 

  幼稚園、小中学校のエアコン設置の見込みは、それから２番目は、稲取小学校付近のブロ

ック塀、コンクリート塀の改修についてはいつやるのかどうか、その２点をお願いします。 

○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） 内山議員の第２問、エアコン設置とブロック塀等の改修については、

２点からの質問ですので順次お答えいたします。 

  まず、１点目の小中学校のエアコン設置の見込みはについてですが、近年の夏季における

気温の高さは、学校内においても命に危険が及ぶような異常な状況となっております。 

  そんな中、国におきましては、今回の補正予算でブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付

金を創設し、全国の全ての学校に対し安全対策を実施するよう求めております。 

  当町におきましても、この機会を活用し、幼稚園を含む全ての学校の普通教室等にエアコ

ンを設置するべく、設計業務を進めているところであります。 

  しかし、設計に要する時間も必要であるため、年度内の設置完了は難しい状況が予想され

ます。できる限り早く進めるように努め、夏までの工事完了を目指したいと思いますので、

御理解をお願いします。 

  また、エアコンを初めとした関連機器の整備に当たりましては、品不足も心配されるとこ

ろであり、事務処理についても期間を短縮していく必要がありますので、議員の皆様におか

れましても、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  次に、２点目の稲取小学校付近のブロック塀、コンクリート塀の改修はいつになるかにつ

いてですが、こちらにつきましても、今回の補正予算にて工事費の要求をさせていただいて

おりますが、稲取小学校には、上のグランド海側にブロック塀が、また、お諏訪様側に老朽

化したコンクリート塀があります。これらの改修は国の臨時特例交付金の助成対象となりま

すので、国の補助を見込んだ上で工事発注をし、年度内には改修を完了させる計画となって

おります。 

○議長（飯田桂司君） 内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） エアコンの設置については、今度の補正で乗せていただいたことが本

当に、ありがとうございます。 

  国の補助金でできるわけですけれども、国の特別交付金が下りるわけですけれども、国県
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の負担等、それから町の負担がどうなっているのか、その辺のことを教えてください。 

  それから、町長、前回の答弁で、12月の補正で出して、おそくても３月に提案して、来年

の７月までということがありましたけれども、それを実際に可能にしていただいたことにつ

いては、本当に改めてお礼を申し上げます。 

  同じように、ブロック塀、コンクリートについても、私も現地も見てきましたけれども、

すぐには思ったより危険ではなかったんですけれども、これも先ほど言ったように、年内に

は改修の手をつけてくれるということで、これについては重ね重ね児童の関係についてやっ

ていくことについては、私どもとすれば議会のほうで質問したことが早急になされたという

ようなことで、本当にお礼を申し上げる次第であります。 

  よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 詳しいことは教育委員会事務局から説明いたさせます。 

  この補正予算、先般、マスコミや新聞に載った中で、うちの町は二千何百万かな、一応な

りました。その辺の財源内訳とかそういうものは原課から説明いたさせます。これも議会の

方が本当は設計のやつを補正で上げてもらったおかげで、いち早く対応できたという中では、

我々も議会側に対しては感謝申し上げているところでございます。 

  あと、原課のほうから答弁いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） それでは、今回の臨時特例交付金なんですけれども、

国の負担していただける補助というのがどのくらいかについて御説明いたします。 

  国庫の補助率というのが全体の３分の１となっておりまして、残りの工事費などは起債へ

充当可能という形になっております。その起債のうちの元利償還金の60％が交付税算入とな

りまして、実質の町の負担というのが26.7％となる形となっております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、災害情報・火災発生時の告知と鎮火の伝達方法につい

てを許します。 

  内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） これは再度質問することですけれども、災害情報と火災発生時の告知

と鎮火の伝達方法についてですけれども、災害情報あるいは、この間は火災の関係を中心に



－82－ 

聞いたわけですけれども、災害情報についての伝達方法について、また改めて火災時の告知

と鎮火の伝達方法、あわせてお願いをしたいと思っています。 

○議長（飯田桂司君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第３問、災害情報・火災発生時の告知と鎮火の伝達方法に

ついての、災害情報・火災発生時の告知と鎮火の伝達方法はについてお答えいたします。 

  ９月の一般質問でお答えいたしましたが、災害情報・火災発生告知及び鎮火の伝達方法で

ありますが、災害情報につきましては、同報無線及び情報配信メール、ケーブルテレビによ

る音声及びＬ字情報による伝達、火災関係につきましては、情報配信メール、ケーブルテレ

ビによるＬ字情報による伝達で行っております。 

  今回、議会特別委員会で協議していただいた方針に基づき、新たな伝達方法として、テレ

ビプッシュというテレビ画面にポップアップに表示するシステムと、スマートフォン、タブ

レット端末に情報を伝達するシステムを追加導入することを計画しております。 

  この整備によりまして、住民の皆様の生活ニーズに合わせた選択ができることとなり、住

民への情報の伝達がスムーズに行えると考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） 今度の補正で、町長、今言われたように、災害の情報だとか聞きにく

い点があって、有線の環境を全面的に改修したわけですけれども、それは本当にありがたい

ことですけれども、ここで私、もう一つ、行政報告の中でも、町長が選挙公約で掲げた避難

勧告等の重要な情報を届けにくいために今回のものをやるということですけれども、避難勧

告と同じように、私は火災の関係の発生時のことも非常に重要なことだと思うんですよね。 

  それで、私、前回に質問した後、違う住民だとか、あるいは区長さん方だとかいろんな方、

それから消防の職員だとか、あるいは消防団だとか、そういう方たちにもお聞きしたところ、

やはり火災が夜起きたとき、実際に町長、前回も火災についてはメールで配信して、消防団

がおくれないような格好でやっているということなんですけれども、実際には夜中のときな

んかは特に消防の団員もわからなくて、実際に困るんだよと、そういう受けとめ方もしてい

ます。 

  それから、区長さん方の中でも、私、前に質問したのと同じように、消防が広域になった
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関係で、横並びでそういうことができないのかなというようなことの認識が皆さんありまし

た。しかし、前回私が言ったように、広域に伴った格好でじゃなくて、実際には自治体の権

限でできる、それから、町長の権限でできるということですから、これは伊豆市の場合でも、

伊豆の国市の場合でもそういう要望があって、火災のときは有線放送とサイレンを実際に鳴

らして告知しているわけですよ。人命にかかわることだもので、もう一度、有線放送とサイ

レンで伝達すべきじゃないかと思うんです。 

  これは、沼津だとか、あるいは伊東の支部の場合については、断定で特定の場所だけでや

るということはなかなか難しいということで、有線だとかそういうサイレンというようなこ

との告知はしないんですけれども、小さい町の場合は、住民に迷惑がかかるとかそういう格

好のことを、今回、私、前回質問したときのことを聞いて回ったんですけれども、実際に、

告知が夜中でもサイレンが鳴って有線があったほうが、逆に迷惑じゃないというようなこと

のお話も随分聞いたわけですよ。 

  そういう意味で、改めて自治体の権限、それから町長の権限でできるということは、実際

に町長のほうで職員だとかそういう皆さんに協力を願って、これもほかのところでもサイレ

ンを鳴らしているところ、有線をやっているところについても、今、宿直についても民間に

委託しているようなこともあります。そういう点で、私もこの町でも私どもの町でできない

方策じゃないのかな。町長のほうの決断をしていただいて、やっていただくことができれば、

再度お願いしたいと思うんですよ。 

  これは前のときも区長会のほうも申し入れを実際にしたということですけれども、やはり

私なども議員のほうもそうだったんですけれども、広域になった関係で横並びでやっている

ということの受けとめかたをしたもので、そのことがうまく伝わらなかったのかなと。私の

知り合いの区長さん方についても、実際にそういうことができるんであればやってほしいよ

と、そういう強い要望があるもので、改めてもう一度災害情報のときだけでなくて、火災の

発生のときの告知は、有線放送、サイレンを再度町長のほうに改めてお願いしたいと思いま

すけれども、その点について御意見をお伺いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） サイレン、これは本当にもう前から言っています。私が在任する限り、

行う気持ちはございません。と申します、これはもういずれ必ずサイレンの鳴らない方向に

行きます。人口減少になっていく中で、サイレンを鳴らすのがだんだん少なくなってくるん

ですよ、人口減少の中で。そういう中で、私、一過渡期の中でありますもので、うちの町だ
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けですよ、サイレンにこだわっているのは。ほかのところは全然こだわっていないですよ。 

  そういう中で、内山議員から今、提案されましたけれども、私の在任期間中は、一切私は

区長さんたちにこの前理解を求めました。そういう中でこのサイレンというものは、本当に

このサイレンの本来の目的を知ってもらいたいです。本来の目的は、町民に知らしめるのが

目的ではなくて、消防団員を招集する、これが目的でございます。そうなると、サイレンを

鳴らさないことによって、現場のほうがスムーズに行っているという話も聞いているんです

よ。やっぱりサイレンを鳴らしていると、どこかとやじ馬的に、当然、助けたいという気持

ちもありましょうけれども、それによって火事の現場が結構混乱したりするのを聞いており

ますし、今回はサイレンを鳴らさないことによって現場のほうは一応スムーズにというよう

なことも聞いておりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  サイレンに関しましては、団員からいろいろ聞いております。やっぱりその中で壇上で言

いましたけれども、今は情報配信メールが音が鳴りませんもので、今回音が鳴るような方法

で検討している。この音というのが本当に一応に高くて、私もたまたまこの前スマホで音楽

を聞いたときに、そんなやつがもうすごい音で鳴ったもので、耳が壊れるのかなと思うぐら

いでしたもので、今回それを発注すれば、普通の人ならば必ずもうある程度そういう情報、

火事が起きたなということがわかります。 

これはもう基本的には消防団員の方、当然近隣の方はまた消防団員がそこに行ったときに

告知しますけれども、とりあえず消防団員の方がわからないということは、再三再四言われ

ているもので、町といたしましても、消防団員が情報配信メールをやっても火事だというこ

とがわかるような方向で、今、原課と消防団のほうで検討しておりますもので、その辺はま

た見てもらいたい。こっちは区長会のほうからもそういうことを言われました。 

  それで、さっき言ったテレビプッシュといいまして、要するに、情報だけが流れるように

なっているんですよ。それを見た中で、また、償還でこれはある程度町も多少助成していき

たいと考えておりますので、それを見た段階で、区長さん、これが出れば別にサイレンもい

いのかなということは言ってくれておりますし、そういう長い目で見た中で、いずれサイレ

ンというものがこの日本全国から私はなくなっていくと思っておりますもので、今その過渡

期の中でいろんな問題が出てくる。そして、一番いい方法を今探しておりますもので、その

辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 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、町長が言う面もわかりますよね。確かに、今、サイレンのことに

ついては、消防の団員を招集して、火災に遅延しないような格好のことで考えているという

ことですけれども、私が言っているのは、大多数の住民の方については、消防の消火活動じ

ゃなくて、実際にどこでどういうことが起きたというようなことについてを考えているわけ

ですから、サイレンがもしなければ有線放送で、どこでその火事があって、それでいつ鎮火

したということをやっていただけるようなことになれば、それだけでも違うと思うんですよ。 

  そういう意味で、私は、もし町長がサイレンでこだわるようであったら、それは今十分理

解をするまで行かないにしても、そういう形のもので考えてやっているということでとめ置

きますけれども、有線放送については、一般の住民にスマホも何も使わない人たち、そうい

う人達が圧倒的な多数いるわけです。そういう人たちに告知するのは、災害の情報と同じよ

うに行政報告でも書いたように、選挙公約で災害避難勧告等の重要な情報についてはちゃん

としたいということと同じように、火災についてもどこで火災があった、あるいは鎮火しま

したよということを知らせる格好の有線放送については、改めてぜひ検討を願うことができ

ないのかどうか、もう一度質問いたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今のところ有線放送に関しては、どこで火事があった。私は何も町民

に対して、そういう情報は……町が、言ったらサイレンの本来の持つ意味、これは町民がど

こで火事があったか知ることじゃないですよ。だから、もう昔からサイレンが鳴ったら火事

だと、それはもう住民は認識しておりますけれども、サイレンの持つ本来の意味をまた町民

に再度わかってほしい、これはもう私が何回も一般の町民からも言われている中で、それで

理解を求めております。 

  そして、今、内山議員が言ったように、またサイレンが鳴らないから何とかしてくれと、

再三再四私にも言ってきましたよ。しかし、私は町の事実、今は一つの一環、変換点の中で

いろんな問題が起きているけれども、その鳴らない中で一番最良の方法を今探しているとい

う中で、この前区長さんにはテレビにおけるやつを見てもらいました。このテレビはほとん

ど全国の家庭にはありますから、それは多少金はかかりますけれども、やっぱり自分の身は

自分で守るという中で、受益者負担という中で多少出してもらって、町も負担して、そして

県からも負担する、そういう中ではやっていきたいと考えておりますもので。 

  今、自分は有線放送で再度町民に、どこで火事があって、どこで鎮火したということは有
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線でやることは考えておりません。一番言っているのは、確かに年代、今、過渡期ですから、

スマホを持っていない方も多少いるかと思います。しかし、なるべく多くの方に町の情報配

信メールに入っていただきまして、そうすればほとんどわかりますから、そういうことは私

は、今後その方向でいったほうがこの町に対しては一番いい方法ではないかという中で、今

かたくなにそれを守っておりますけれども、必ず次の代、例えば次を渡ってから、例えば今

鳴らしたとしても、また必ずそういう問題が起きてきます。やっぱりそこの嫌な面は私は引

き受けていきたいと思いますし、町民の安全を守るためにはどのような方向が一番いいかと

いうのは、今、消防団と原課は考えておりますもので、その辺はまた御理解願いたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 以上で、６番、内山議員の一般質問を終結します。 

  この際３時45分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３１分 

 

再開 午後 ３時４５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員より、一般質問で掲示版の使用、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、町民の足となる送迎車の導入についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第１問、町民の足となる送迎車の導入について、伺いたいと思いま

す。 

  この送迎車導入という言葉については、この春行われました町長選挙において、太田町長
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も掲げられていた言葉かと思います。この送迎車の検討と導入計画は、現在どこまで進んで

いるのでしょうか。お聞きしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、町民の足となる送迎車の導入についての、送迎車

の検討と導入計画はどこまで進んでいるのかについて、お答えいたします。 

  この件につきましては、本年６月に御質問いただいたばかりですので、御期待に沿ったお

答えはできないと思いますが、御承知ください。 

  先般、町内のＮＰＯ法人より、福祉有償運送事業を実施したいという申し出により、福祉

有償運送運営協議会設置要綱を制定し、事業化に対する対応をいたしました。今後、ＮＰＯ

法人より登録申請を受け次第、協議会に申請内容を諮っていきたいと考えております。 

  社会福祉協議会においても、買い物等の支援方策について、先進地の視察がなされたり検

討が進んでいる状況と聞いております。 

  しかしながら、具体的にどのような点で皆さんが困っておられ、どのような交通手段が最

適なのか、まだ明確ではない状況です。今後、それらの需要を把握し、公共交通会議に投げ

かけ、委員の皆様からも御意見を聴取し、有償・無償を問わずさまざまな手段の中から最適

な方策を講じていこうと考えております。 

  ただ、地域交通の成功の可否を左右するのは、行政からのサービスだけではなく、地域社

会のサポートということでありますので、その点について議員の皆様にも御協力をお願いい

たしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、福祉有償という言葉でいうと若干概念があるんだけれども、

国土交通省なんかの考え方でいうと、この概念の中にはいわゆる介護タクシーとか福祉タク

シーというものが含まれると。この介護タクシー、福祉タクシーとはどういうものかという

ことになると、介護タクシーは介護認定者が必要だということ、いわゆる介助者も必要だと、

当然ケアプランの中に位置づけられると。こういうことでいうと、介護認定を受けていなき

ゃ利用できないんですよ。福祉タクシーはどういうものかというと、利用できるのは障害の

ある方々だということなんですよ。運用しているところではどこでも、それはいわゆる障害
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手帳を持っているということが最前提ですけれども、これを運用しているところであっても、

身障の１級、２級とか運用上限られるんですよ。 

  だから、町長が言っているような、政策的に取り上げた送迎車というような位置づけから

考えると、これはなくてもいいというものじゃない、あればあったでいいですよ。だけれど

も、現状、今一般的に高齢者の方々が、免許返納した方々が求めているものではないんです

ね。足りないんです、これでは。僕は一番問題なのは、現況まだそういう状況にあるという

ことではないかと思うんですよ。 

  町長、ここに、小さくてすみません、平成23年に策定された東伊豆町地域福祉計画から24

年の高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、27年の東伊豆町高齢者保健福祉計画、介護保

険事業計画、28年の東伊豆町地域福祉計画、第５次総合計画後期計画、平成30年度の東伊豆

町高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画等々の中で、町民の買い物や社会参加に対する足

を確保しなくちゃならないということは、それぞれの計画で全て出てくるんです。いいこと

を書いてあるなというふうに冊子を読んだんですけれども、実際今日になって、この計画は

全て絵に描いた餅だったわけですよ。今日に至ってまで一つも実施できていないんだから。

毎回、毎年、地域福祉計画や高齢者保健福祉計画でこれだけ触れていてもやってこなかった。 

  今日、町長の選挙公約でやったんで、これを僕は実現するんだなと思ったんですよ。だっ

て、計画は極端に言えば、ある程度事務スタッフがいろいろまとめて、町長は当然決裁する

んだけれども、やってきたものですよ。でも、今回は町長が選挙で町民の方々にじかにその

問題を訴えて、訴えるために政策に乗っけたわけですよ。実現はもうするなと、町長、この

間のあれでは総決算だということですから、４年間の中できっとやってくれるものだという

ふうに私は思っていました。ただ、今の答弁を聞いている限りでいえば、有償のＮＰＯの行

う福祉有償運行があたかもこれに応えられるような状況だというふうに認識しているようで

はだめだと思います。 

  一番問題なのは、今当然行政でもＰＤＣＡサイクルとかこういう言葉を使うんだけれども、

プラン立案のための現状把握、ニーズ把握がやっぱりできていないと思うんですよ。一体ど

ういう人たちがどこに住んでいて、どういうニーズを持っているのか、やっぱりこれをしっ

かり把握した上で、今言ったように、その一部の方々は介護保険や福祉タクシーなんかで対

応できるかもしれない。でも、そうでない人たちがどれくらいいるのかな、どの地域にいる

のかな、こういう現状把握をしない上でプランニングはできないんですよ。これがいつまで

もやられていないから、もう10年この方、絵に描いた餅が続いているわけですよ。 
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  ここのところをしっかり考えていかないと、ましてや先ほど町長が言っているように、無

尽蔵に町のお金があるわけではないわけですから、やれることは一定限られるんです。そう

いうことをしっかり認識した上で、現在の高齢者がどこにどういう要求を抱えていらっしゃ

るのか、そういう真剣な取り組みをするためのまず現状把握、これをしっかり皆さんにとっ

ていただかないと政策立案として前へ進まないということを、やっぱり町長は認識すべきだ

と私は思うんですよ。 

町長が本当にあと３年半ぐらいの間でやろうとするんであれば、やっぱりそれをやった上

で、まず、じゃどういう人たちのことはこれで対応できる。じゃ、この残った人たちをどう

対応しようか。財源の問題からそれはこの部分だろうなとかという判断はその次に出てくる

わけですよ。 

現状でこれだけ地域福祉計画や高齢者保健福祉計画等で出ていても、進んでいないという

のはそういう作業が一切やられないから、いつまでたったって絵に描いた餅で、先ほどの町

長の考えですと、絶対今度はもう絵に描いた餅にはしないというような気持ちは受け取れま

すけれども、やっぱりそのためには具体的な作業をしっかりやっていただかないと、ここは

前へ進まない。 

  ３月から町長に再度就任されてもう半年以上たつわけで、任期中にやろうということであ

れば、私はもうこういうことに、町長は着手していなきゃ本当はいけないんじゃないかなと。

そこはやっぱり改善していただかないと、また絵に描いた餅になるというふうに思いますけ

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） これはあと任期３年半のうち絶対やっていきたいと、私は考えており

ます。その中で、また財政的に議会の皆さんからもまた御支援願わなければできない課題で

ございます。 

  そういう中で、当初予算は、そのアンケートとかそういう予算も上げていこうかなと考え

ておりますし、基本的には確かに壇上で言ったように、これは介護のあれですね。しかし、

そういうＮＰＯ法人が出たというだけでも多少町は変化しているのかなとは考えております。

そういう中で徐々に一般の方のやつ、それで今回は敬老会におきましては、敬老会に参加す

る人が東、西町から大変だからと一応マイクロを出しました。やっぱりそういう中で一歩一

歩確実にやった中で、またどういうところにどういう人が必要かということをまた、これは

当初予算で予算化していきたいなと考えております。それはもう今回本当はやったほうが、
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それはもう選挙期間中もいろんな方、高齢者からそういうことを言われました。 

  それで、山田議員から提案されたオートバイのことも今日、敬老会、老人会に参加を投げ

かけた中で一応検討した中で、それは進んでいないというのは現状でございます。これから

高齢者の足をどのように対応していくか、これを町は真剣になって考えなければならないと

考えておりますので、それはこの任期３年半のうちに必ずやりたい。 

  それで、やっぱり一番、さっき壇上で言った公共交通会議という会議があるですよ。そう

いう中で私ももう二、三年前から言っております。もう東海バスではなくて、地域で小回り

がきくようなことと、これはもうまた近々ありますもので、町はその方向でいきたいという

中でこれはやっていきたいと思いますもので、御理解願いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、財政の問題は本当に厳しい問題があるというふうには思って

いますが、ただ、私は今回、高齢者保健福祉計画とか地域福祉計画をずっと10年ぐらい見て、

約７年間ぐらいはずっと出ているんですよ。それで、いろいろ見て感じたのは、あれ、太田

さんになってどうも、いわゆる３款の民生費、高齢者福祉の状況のところは、維持はしてき

たけれども、新たにこれが進んだというのがないなというのが、ずっと見た感想なんですよ。 

  今、13年目ですけれども、維持はしてきたと思います、そういう意味では。いわゆるこの

間までアスドも含めて、高齢者である介護の予防というようなものを含めて、維持はしてき

た。国からも言われて、認知症の問題、いろいろ取り組んではある。いろんな事業としての

中で、取り組みはある。だけれども、東伊豆町、今住んでいる町民の方が困っているところ

に本当に手を差し伸べるという１点に関していうと、やっぱり13年間では、あれ、一つぐら

いあったかなと思い出せないんですよ、僕、はっきり言って。それは今までの歴代町長だと、

保健センターができて石原さんのときから生きがい対策をやったよとか、田村町長のとき配

食サービスやったよとか、いろんなちょこちょこ質問したやつも、それぞれの町長のときに

それぞれ実現してきたようなものもあるんだけれども、ないなと。これははっきり言ってそ

ういう感想を持ちます。 

  その一方で、今回アスドの問題もいろんな状況の中で廃止もしました。この間の問題でい

えば、財政的な問題もあって、敬老祝い金というようなものも大幅な見直しもしました。実

際的には減額ですよね。だから、そういう部分でいうと、ほかよりも頑張っていたところも

それはそれで見直してきた。そういう部分では、今この計画やこの間の青少年の発表のあれ
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じゃないけれども、小学校の子供でさえ、今、外出という問題について、買い物だけじゃな

い。おばあちゃんの生きがいの問題としてやっぱり大事じゃないかということを認識できて

呼びかけているわけですから、この問題をこの時期も離すことはできない問題じゃないかな

と私は思っています。いろいろ財源の問題があるし、それはやっぱりそういうことで考えて

いただく必要がある。 

  もう一方の問題は、確かに町長が言われるように、全て補助金がいいのかどうかというと、

これも確かにある。それは先ほど来、内山議員や栗原議員が言っているようないろんな意味

での会合、いわゆる地域でのボランティアを含めたものも、国の考え方もそうなんですよね、

全て補助金で何でもやれとは言っていません。しかし、それができなければやっぱり町がや

らなきゃならない部分もありますから、そういうことを含めて、どう地域を守る。 

また、保健福祉計画にあるように、この地域で住み続けられるようにするために、政策を

展開していこうよという意味合いであれば、集められた要望、ニーズをたたき台としていろ

んな形のものが、補助でいくなのか、今言ったようなＮＰＯの取り組みでいくなのか、また、

それは今幾つかのいわばマンションなんかがバスを運行しているような形もあります。県内

でも町内会が町からバスを預かって、町内会でそういうものを運行していると、こういう形

もあります。だから、こういういろんな形を、どの形が町で適応できるのかということをや

っぱり真剣に対応していかなければ、これは成り立たない。 

  町長は本当に若い人のことについては非常に配慮されるんだけれども、今どうでしょうか、

75歳、いわゆる後期高齢者の方々が５人、10人集まってきますと、免許を返納して、場合に

よっては片方の伴侶を亡くされたというような方々のお話を聞くと、みんな子供がこっちへ

来い、こっちへ来いと、こういうことを言われているんだよね。でも私はこの町がいいから

さと言って、これ断っているさと。まだ元気で歩いていろいろ来られる人ですよ。でも、一

人暮らしをしている自分の親に対してそういうことが実際本当に多いですよ。この間、20人

ぐらい集まって３人ぐらいそう言われているなんていうふうにも言っていました。 

  だから、本当にこのままでいくと、人口の流出もとまらないんですよ。前から言うように、

ざるで水をすくうような状況で、この暮らしにくさ、そんなところに住んでちゃだめだよと

言われないような意味で、町としても本当にこの問題を解決していくというところに立ち至

ってほし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） 確かに私になって福祉に対する新しい事業、これは今、山田議員が言
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ったようにそんな目新しいものはないかもわかりません。しかしながら、福祉がどれだけ増

大しているか、その辺を検討していただきたいと思いますし、また、さっき言った町長がい

たときは財源というのは大分余裕がありましたよ。だから、そういう新しい事業をできたと

思います。私も財源があれば、それをどんどんやっていきたいですよ。 

  今、山田議員が言ったように、ひとり暮らしの中でもうどうしようもない、息子がよそに

いて、来いということを私も聞いております。そういうのは行政だけがやるんじゃ、押しつ

けじゃなくて、やっぱり住民の方も一緒になってやらなければ、これは厳しいと考えており

ます。と申しますのは、ある町では行政がタクシーをやった中で、それはもう半年で潰れて

しまったんじゃないですか、この近隣の近くね。やっぱりある程度、行政が押しつけるので

はなくて、行政と住民がどのような方向が一番いいかという、これは考えている。 

  だから、私は任期が一応あと３年半ありますもので、この辺である程度そこは道筋は必ず

つけていきたいと考えております。今、山田議員が言ったように、高齢者がこの町からもう

出ていって、ますます人口減少になっては困りますし、さっき青少年のときでも山田議員が

言ったように、買い物難民が、高齢者が出ていく。それで、山田議員が今度言ったオートバ

イのことも、そういう一つの案だと思って、一応、敬老会、老人会に投げかけた中で、それ

が進展したような状況でございますもので、どんどんいろんなことを言ってもらえば、それ

はどんどん実証実験みたいなことをやった中で、一番いい方法を考えていきたいと思います。 

  やっぱりこれからは私も若者だけではなく、山田議員が言ったようにそういう高齢者の声

も、聞かないわけじゃない、当然耳にも入ってくる中で、やってやりたいけれども、なかな

かできない、そういう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） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、そうしますと、先ほど来のボランティアの問題もそうなんで

すけれども、町長、今言われたように、町だけじゃないんだと。地域の人たちと本当にどう

いうふうに協働していくのかというところは大きな課題だと思います。そういう面で考える

と、１つ思うのが、今、東伊豆町の行政運営、また、それに町内会で協力していただくとい

う形が今、逆に言うと、それしかなくなっちゃってきたですよね。昔みたいに区長会があっ

て、老人会があって、婦人会があったというような時代じゃなくて、逆に言うと、何でもか

んでも今、町内会に仕事が回っていくというような部分があります、特に防災を初め。 
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  そうすると、今、町長が言われたようなことを本当に真剣に取り組もうとすると、一番大

変なのが実は町内会なんですけれども、県、社協なんかが出している地域福祉とかいろんな

部分、また、県の防災新聞や何かというのを見ていくと、やっぱり防災や地域福祉、また、

町社協じゃなくて、地域社協として、これが町内会の役員とは100％別じゃないけれども、

分離してそれぞれ役割を担ってもらう仕事の多い部分を町内会で分離させて、地区社協、ま

た、地区自主防というのは、町内会とは切れないけれども、やっぱり別の人たちが回してい

るようなところなんかもあるんじゃないかな。今のままで、ただ何とかしようということを、

町内会に下におろしていくということ自体も、本当にこのままでいくと、防災の体制もそう

だし、地域福祉をつくり上げるという面でも、かなり厳しい状況になるんではないかなとい

うふうにも思います。 

  そういうことを全体として、そういう地域の方々と町の連携をちゃんとデザインしていく

というのは、やっぱり最終的に町の仕事だと思うんですけれども、もう一つ仕組みがないと、

もう町内会へおろしても、区長さんなんかのところは本当に日ごろもう回覧板からいろんな

仕事で、そういうところまで細かくできない。また、民生委員さんというのも各区の数では

少ないわけで、地域的な対応というのもやっぱり困るんじゃないかな。そういうところもひ

とつ考えていく必要が出てきているかなというふうにも私は思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、町内会の皆さんには本当にもう仕事を多くやっております。今、

町の運営において、町内会の協力なくしてはなかなかできないのが現状で、私も毎月用がな

ければ月１回の区長会定例会に出させてもらっている中で、一応区長さんたちからいろんな

ことを聞いております。大変厳しいことはもう重々承知しておる中で、今、山田議員が言っ

たように違う組織といいますが、なかなかそういう、町としてもやりたいんですが、やっぱ

りそういう人材がなかなか見つからない、地域によって見つけるのも容易じゃないです。 

  また、その方がやってくれれば一番いいんでしょうけれども、そういう人選とかいろんな

面で、その辺はまた、申しわけありませんが、町内会の中で一応実践していただいた中でそ

れはやっていく。町内会の役員になると２年でもう完全にやめていきますから、やっている

ときは一生懸命頑張ってもらうも、いざ役員を抜けるとやっぱりだんだん希薄になってきて

おりますもので、その辺は今後何かしら対応していかなければならないかなと考えていると

ころでございます。 

  以上です。 
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○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、まち・ひと・しごと創生総合戦略についてを許します。 

 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まち・ひと・しごと創生計画について伺います。 

  東伊豆町のまち・ひと・しごと創生計画の基本目標に沿った到達点と評価、そして課題と

いうものは、今回どういうふうに評価されておりますか。 

○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、まち・ひと・しごと創生総合戦略についての、東

伊豆町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標に沿った到達点と評価と課題はについて

お答えいたします。 

  総合戦略につきましては、平成28年３月に策定し、以降、27年度分事業から３カ年の検証

を毎年行ってきたことは御案内のとおりであります。 

  基本目標は、しごとづくりとして「豊かで安定した暮らしを営めるしごとづくり」、結

婚・出産・子育ての分野では「喜びを分かち合える環境づくり」、人の流れ、まちづくりで

は「また来たくなる、住み続けたくなるまちづくり」と定めております。 

  総合的に判断しますと、評価指標に対しましてはまだ達していないという評価になろうか

と思います。また、評価指標の見直しも必要ではないかと思われる事業も少なからず見受け

られました。 

  事業実施に関しましては、議会や有識者会議からいただいた有意義な新しい御提言を今後

の事業展開に生かしていくとともに、未実施のものに対しましては早急に取り組むべきとの

御指摘もありましたので、それらについても取り組んでまいりたいと思います。 

  担当課でも自己検証に取り組み、次年度以降の事業に反映できるよう、総合計画とすり合

わせながら事務を進めていきたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長ね、僕らも一応役、町のやつというのを見せていただいて、今、

町長が言われたような前の段階ですよね。ただ、印象からすると、確かにほどんどの部分で

目標の達成というか、いわゆる人口であったり、出産であったり、雇用、起業であったりと
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いうようなところのほとんどの指標というのは、やっぱり到達はかなり厳しい。着手もして

いない事業もたくさんあるというようなことじゃないですか。 

  そうしてみると、地方創生計画というものがなぜできたのかなというようなところがある

んだけれども、たしかあの当時、最初の地方創生担当大臣になった石破さんは、かなり厳し

いことを言っていましたよね。これは地方に与えた最後のチャンスだと。国も応援してやる

んだけれども、最後のチャンスじゃないかと。ここでしっかり結果を出さないと、その先と

いうのは大変だよと。それはその前の段階で市町村消滅というようなことも話題になり、そ

こに対して国もそういうことから脱するということでこういう計画をつくる。それを国も大

きく援助していくよということでなかったかなと。 

  そうすると、本当に人口が結果としても増える、また、起業や雇用が増えていくという部

分が形になって見えていかないということは、この先というのは石破さんが担当じゃないん

だけれども、総務省のほうのやつでいえば、地方制度審議会なんかはもう既に、いわゆる普

通の市町村と窓口市町村だと。人口減少してそういう能力がないところは、窓口市町村でい

いんじゃないかというような答申まで出しているわけです。 

今、我が町が人口も当然、人口問題研究所等のでいけば半分ぐらいに減っていく。じゃ、

本当にそういう危機意識をみんなが共有をして、本当にそういう意味でそれぞれの事業に真

剣に取り組んだ結果、こうなったのかな。そこのところの自己検証というのは、先ほど町長

が言っていましたけれども、ぜひまた再度そういう有識者の御意見や、また、役場の中での

各課がどういうふうにそういう問題に対して自己検証したのかということについては、それ

もぜひ聞きたいですよね。 

  この間、私ども見せられたやつは、それに着手したかどうか、それについて今こういう状

況でありましたというような報告じゃなかったのかな。そうしてみると、有識者会議のいろ

んな意見や、本当に各課がその到達状況を本当に自己検証した中身として、どういうふうに

今これからの３年なり５年先の町を考えていくのかというところは、私どもは聞いていませ

んから、ぜひ再度その点は説明をしていただかなきゃならないなというのが、一番この問題

についての問題なんです。 

  １つ、町長、具体的に立ち入って話をしたいところは、実は人口の増加に対する移住、空

き家対策の問題ですよね。うちの町もなかなか進んでいないですよね。去年なんかも空き家

対策、また、人口の移住というところでいうと、まだ非常にミニマムな到達でしたね。聞い

てみると、近隣でも河津あたりは空き家が23件ぐらい空き家バンク登録して、もう既に20件
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ぐらいが契約がいたり、残りがもう２件ぐらいで、どういうふうに空き家を開拓していこう

かというようなところで、半分ぐらいは町外者、近隣では下田あたりから来るという形もあ

るようですけれども、こういう状況になっています。 

  私は特に南伊豆を注目しているんですけれども、移住者が100人、200人という、全ての長

い統計で見るとそういう数で来ているし、お試し移住をして今年度だけでも６組転入をされ

たと、こういう取り組みなんですよね。それで、何が違うかというところになると、１つは

空き家の問題では、ちょっと張り出して細かくて見えないんですけれども、うちの町ではや

っていないんですけれども、借りる人、貸す人のところでのリフォームに対して、最近のホ

ームページを見ると、100万だったけれども70万ぐらいに下がっていますけれども、２分の

１で70万限度で出すと。もう一つが、一番私は必要だなと思うのが、家財等の清掃なんです

よね。これは20万限度で５分の４を出すというふうな、これが有用な空き家を登録していた

だいて、貸すほうも、また、借りるほうが荷物を片づけてもいいよと。それに対して、この

お金を出すんだと、こういう取り組みが南伊豆なんかはされていて、これでやっぱり利用が

多いのかなと、先ほども聞きました。 

  さらに、南伊豆で非常に、これはうちや河津とも違うのは、お試し居住も短期居住・中期

居住・長期居住という取り組みがあるんです。それで、おもしろいなと思うんだけれども、

短期よりも中期、中期よりも長期で移住のお試しをした人が転入というのに結びついていて、

これは今年の資料を今朝送ってもらったんですけれども、長期の居住というのでいうと、７

組が居住お試しに参加をして、４組が既に転入をしていると。中期になると、４組がお試し

居住をするんだけれども、２組が転入してきたと。短期の部分は８件ぐらいの申し込みがあ

るんだけれども、ここの段階でいうとまだ今年度の移住はないですよね。 

この辺を聞いてみますと、南伊豆は今、うちのやっているような居住の部分じゃなくて、

短期・中期についていえば、町が幾つかもうあいているところでいいようなところを借り上

げて、もうそこをそういう意味で中期や長期としてお試しできるという。１カ月、２カ月住

んでみたら、やっぱりいいかなと。一週間ぐらいじゃわからないんだけれども、１カ月、そ

れが２カ月、３カ月住んでみたら、やっぱりなれちゃうのか、いいなというのを感じてもら

えるというような工夫もしていると。 

  これはうちの町でも決算でも見ましたけれども、南伊豆も河津もそうなんですけれども、

伊豆ということでいろんな資料をもらいに来るとか相談に来る人が多いわけですけれども、

最後空き家のところやなんか、しっかりと受け皿がなかったら結果に結びつかないわけで、
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一生懸命やっていると、一生懸命関心を持たれているんだけれども、最後はやっぱり住んで

もらうところがしっかり受け皿として用意できていないと、結果は結びつきませんので、非

常にこの辺は地方創生計画ができて、隣やその先の南伊豆や河津さんとも我々の取り組みが

違うところは、本当に何が違うのかというのをやっぱり検証されて、結果を出すような取り

組みにしていかないと。だから、自分たちだけで検証というのもいいんだけれども、そうい

うところをぜひ取り組んでいく必要があるんじゃないかなと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この地方創生、本当は国の言っていることは、いざ、この前マスコミ

のほうからこの地方創生に対するアンケートがありました。そういう中で、これは確かに言

っていることはいいんですけれども、これ本当に使うのに使い勝手が悪くて、うちの町には

合わないという言い方おかしいですが、町単独で移住やりたいというのは、それはだめだと

か、企業との関連性がなければだめだとか、この地方創生、果たして小さなところのために

なったかどうかということはわかりません。ある程度大きな企業とかそういうところがある

ところは、この地方創生の恩恵を受けたと思いますけれども、財源的な恩恵はうちの町は全

然受けていないというのは現状でございます。 

これは、やっぱりそういう官僚の方がこの地方の現状をわからないという中で、町として

こういう施策をやれば絶対伸びてきた中で、それはもう町独自のあれで、ほかの民間と協働

してやらなければ、この地方創生はなかなか厳しいよということを言われた中で、そういう

ものがなかったというので厳しい。 

  やっぱり何といっても、東京一極集中を何とかしてくれなければ、地方は生き延びていけ

ませんよ。それを国のほうが真剣になって今でもどんどん、二、三十年後は、東京も大変厳

しい町になりますけれども、現状では東京、東京と言って若者は全てそっちへ行ってなかな

か帰ってこないから、やっぱり国のほうで真剣に東京一極集中というのを、言葉だけではな

く、真剣に行動で示していただきたいと思います。そうすれば必ず地方は生き残ると私は考

えております。 

  そういう中で今一例として、この中を当然見た中で、この後やった有識者会議、そして

我々本部のやつはまたホームページに載せますし、また、議会のほうでそれなりにまた担当

課のほうで説明いたすと思います。それ、まずホームページに結果を載せますもので、それ

をまた議員の皆さん方、見ていただきたいと思います。 

  それから、あと定住、居住、空き家バンクね、本当、この空き家バンク、このうちの町、
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ほとんどがもう一番の分譲地の物件がほとんどですから、その辺を加味した中で、河津さん

が、今言ったように、すごい空き家バンクを見つけるという中で、どういう物件が載ってい

るか、その辺はまたやはりやっていかなければならないと考えておりますし、さらに、南伊

豆に関しましても、そういう空き家増やすと聞いております。一番に言ったのは、中の大掃

除に対する費用、これは前々から言っていますので、その辺は検討していきたいと思います

けれども。 

  何しろうちの町は住みたい人の物件がないのが一番現状でございまして、この前も町内の

賃貸の物件が空き家バンクで載せられないかと言ったら、何かいろいろ問題があるようなの

を聞いておりますもので、そのようなことをいろいろ解消した中で、当然町といたしまして

も、空き家バンクのほうの活用をまたやっていきたいし、今そっちのことを……。 

  一応、そんなことで。 

○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） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、これは「地方議会人」という雑誌で、10月号で空き地・空き

家の管理・対策の問題が特集されているんですけれども、読んでみますと、やっぱり僕は本
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気度の違いなんじゃないかなと思うんです。確かに町長が言われるように、国は今、骨格し

か出しませんよ、そう思う。結局そこの地方での実情、この間はやっぱり役場が知恵も使い、

汗もかかないと、そこの市町に合った、こなれた方針にはならないんですね。 

  那智勝浦なんかの取り組みなんかでも、町が町内会や地域の方々と歩いて、一つ一つ発掘

をしているわけですよ。そういうことと、さらにその地域に移住に対する担当者を募って、

いろんな相談にも乗るんだとかこういう取り組みもして、しっかりそういう人をどう受けと

めようかということまで行政もやっていく。 

  町長、確かに今の物件、まだ19件ぐらいか、７、８件が使われたとか契約されたというよ

うな形になるんだけれども、本当に今言ったように、余りいい物件は、自分も見ても住みた

いような物件はない。ただ、奈良本だとか白田の方に聞いても、院号居士、隠元居士という

ような号をもらっているような家でも、今住んでいる人がいないというような家が何件もあ

るよと、なんですよね。それは当然売りに出すんだとかいろんな形もあるんだけれども、い

ろんなアプローチからそういう人たちの意見も聞いてみないといけないんじゃないかな。 

稲取だと、なかなかいいところもあるけれども、やっぱり平らでないとか不便さというの

も、景色がいいかもしれないけれども不便なところもある。逆に、白田だとか奈良本だと平

らだし、一定の便利さというのもあるわけですよ。 

  本当に大きなそういう家でも、昔は名家だったという家でも、もう住んでいる人がいない

ような家は、確かに歩いて、車で通ってみても、何件かはあるんですよ。そういうところで

は、もしかしたらこういうところだったら、都会から移住される人も安心して来てもらえる

んじゃないかなと思えるようなところはゼロじゃないですよね。 

  だから、割と最近役場の仕事って、回覧板で情報を流したらとかインターネットで情報を

流したら、町民が全て知ってくれて理解できているというふうに思いがちなんだけれども、

最後、やっぱりその人の財産ですから、こういう問題については出向いて行って、所有者と

お会いしてお話を聞いたりしていかないと、そういう積み上げをしていかないと、それぞれ

の財産にかかわることを役場に託していただくということはやっぱりできないと思うんです。 

そういう点での真剣な取り組みがやっぱり求められていくという、そういうやるぞという

真剣さがなければ、知恵も足も動かないわけですから、そういう点を私は期待しておきたい

と思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員が言ったのは、一応町の職員が入った中でこの空き家対
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策をやった。しかし、私は静岡の地方で、地域がこれじゃだめだという中で、地域が主体と

なってやった中で、行政のほうにお願いしてきたと。それは、やっぱり基本的には地域が一

丸となってやらなければ、幾ら町が中に入っていったとしてもなかなかできないし、要する

に、基本的には、よく知事とか国の方に言うんですけれども、空き家定住対策にしたとして

も、空き家を持っている人でも半分以上貸さないですよ。これはもうこの前も県知事もこの

実情を察して、賀茂郡の一市五町の首長もその対策を大変苦慮している。空き家を何とか町

としてもやりたいんだけれども、そういう空き家を所有している方がなかなか貸してくれな

いのが一番ネックになっているということは、知事に訴えたところです。 

  ある程度行政もじゃなくて、地域の方が真剣にならなかったら、これから町がどんどん空

き家が増えた後、治安も悪くなりますし、そういう中で、町も一応検討します。それは商工

会とかまたいろんなやった中で、やっていかないと私はならないかなと考えておりますし、

そして、熱川地区にはそういう古い家が結構あると山田議員から言われましたが、その辺は

我々のちょっと認識不足で、そういうことも全然聞いていないもので、また、そういう物件

があれば当然また空き家バンクにお願いしたりすれば、やっぱり都会の人は古民家にみんな

憧れて来るんですよね。町内の中で一応定住した人も、こんなごみごみしたところは嫌だと

か、どうせ田舎に住むなら田舎暮らしの適したところがいいとか、それで南伊豆さんは結構

人気があった中で、そういうニーズに合っているというんですか、その中でやっているんで

すけれども、ただ、当然町のほうもこれからはもう積極的にその辺はやっていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、転入者等を経済循環に取り込むことについてを許しま

す。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 転入者等を経済循環に取り込むことについて、質問いたします。 

  まず、１点目に、昨年の住民票の転入者数は。また、町内に不動産を所有する町外納税者

の実数について、まずお伺いしたいと思います。 

  ２つ目に、転入者や町内に不動産を所有する町外者に、農産品や商店などのサービスをア

ピールし、町内商店、また、施設の活用を図ることについて取り組むべきではないかと考え

ておりますが、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。 
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  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、転入者等を経済循環に取り込むことについては、

２点からの質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の昨年の転入者は、また、町内に不動産を所有する町外納税者の数はについてです

が、平成29年度の当町への転入者数は、外国人を含み、男性246名、女性269名の合計515名

となっております。また、平成30年４月１日現在、町内に不動産を所有する町外納税者は

5,372名となり、そのうち家屋を所有する納税義務者数は2,649名となります。 

  ２点目の転入者や町内に不動産を所有する町外納税者に、農産品や商店が提供するサービ

スをアピールし、町内商店・施設の活用を図ることを考えてはについてですが、窓口にて転

入手続を行う際には、新たに町民となられる方が、安全・安心で充実した日々を過ごせるよ

う、「東伊豆町暮らしの便利帳」や「ごみの分別・出し方辞典」、並びに「東伊豆町防災マ

ップ」等を配布したりしており、一日でも早く地域になじんでいただけるよう努めていると

ころでございます。 

  また、固定資産税の納税通知書には、ふるさと納税及び空き家バンク等に関するチラシを

同封し、東伊豆町への関心を深めていただくとともに、移住・定住促進や空き家による建物

の老朽化対策に意を配しているところでございます。 

  今後とも、窓口での配布物や、納税通知書等への同封物を適宜見直し、関係機関との連携

のもと、経済循環に取り込んでいけるよう努めてまいりたいと考えておりますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、私、今言われたぐらいほかの市町よりも転入も多いし、逆に

転出も多い部分もあります。同時に、町外納税者というのかな、家屋等を持っている方がこ

れだけいるというのも、またこれは東伊豆町の特徴の一つではないかなというふうに思って

おります。 

  こういうことを質問するという一つのきっかけというのは２つぐらいあるんですけれども、

町長も５月にスポーツヴィラで稲取旅館組合主催で若手の新規就労した方々の取り組みのや

つに町長も参加されていたと思うんですけれども、あの中で、実際言うと前から言うように、

なかなか来ても定着してくれないという話がある中で、今年度２人ほどでしたね、定着をし
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た方々のお話の中で出てきたのは、地元の食堂のおばちゃんが体調を悪くして行かなかった

んだけれども、久しぶりに行ったところ、非常に気遣ってくれて、温かい声かけられたよと

か、ふと入った喫茶店のママと仲良くなって、そういう人と恋愛やいろいろなことを話して、

離職等々しないで、やっぱりそういう触れ合いというかつながりが一つの中身だったという

ことがありました。 

  もう一つは、今町内のいろんな別荘やいろんな施設でバスを運行したりするんですけれど

も、みんなイオンですとかアピタですとかそういうところが中心なんです。やっぱり知らな

ければ行ってもらえないんですよね。さっき出たような東伊豆町で新しく就業している人で

も、偶然行ったという部分があるわけじゃないですか。そうではなくてやっぱり何らか、例

えばそういうところに来たときに、最初だけでも１割の割引なんかあって、とにかく探検気

分で町内のいろんなところへ行ってみて、ここは自分に合うなとか、ここは合わないなとか、

いろんな部分も含めて、いろんなまたサービスも、うちはこんなサービスがあるんだという

ような、商店の魅力も含めてもっとやっぱりアピールしていかないと、今までみたいに商店

も観光客さえ来ていれば商店が潤ったみたいな今、状況じゃなくて、商店の方々にもしっか

り努力していただきながら、せっかく、住んでいる人というのはもう数も決まって高齢化も

してきて、購買力もどちらかというと落ちてくるという状況がある中で、こうやって移住し

てくる人、また、土地を持っていて年に何回かでもこの町に別荘やマンションを持っていて

訪れる人、この人たちというのは本当にどうなのかな。 

まだまだ我々は町の魅力を伝え切れていないし、中には既に、私はもう肉はいつもここで

買うのよ、お酒はここで買うのよとかというふうに、かなり別荘地なんかで定住してきてい

る人なんかは自分の好みとかで、ここのお店が好きだわというようなのも持っているんだけ

れども、そうではなければ、やっぱり来ても、どうしても下手したらコンビニでちょこっと

ものを買って、それで終わりというような方も出てくるかもしれません。 

中には、別荘だと帰りにいつもあそこの海産物を買っていくんだという人もいらっしゃる

けれども、そういう人は偶然のまま置いていくんではなくて、必然的にそういう地元の商店

のところへこの買い物に行くだというような人をつくる努力というのは、まだ我々商工業者

のほうも、また、行政もまだまだしていない部分で、当然、先ほど町長が言われたように、

移住して来る方が福祉的な部分、また、防災的な情報をしっかりと提供するというのは、も

う本当に大事なことなんですけれども、しかし、経済的な部分で考えるともうちょっと、い

いものもあるわけですから、そういうものはもっと町外から来る人たちに提供をして、情報
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も提供していくという仕組みを考えていただく必要があるんじゃないかな。 

残念ながら商工会のホームページでもなかなかその点がなっていないし、それは何かもの

をつくると、確かにそれはお金もかかるかもしらんけれども、何かの形で地元の商店なり飲

食店にしろ魅力を磨いてお客さんにアピールする。必要ならば一回、何回かは多少割引か何

かで入ってみようかなと思えるような仕組みもつくっていくというようなことを含めて、人

口の減少という避けられない問題はあるんだけれども、今せっかく東伊豆町にそうやって新

しく来る人、東伊豆町に土地・家屋を有して年に何回かは来るであろう人というのは確実に

いるわけなので、そういう部分へのアプローチを町としてぜひ考えることで、また、東伊豆

町が総合計画でも言うように、訪れてよし、住んでよしというような形につながっていくよ

うな施策として考えていく必要があるのではないかというふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、今、山田議員が言ったこと、商工会と連携しながらやっていか

なきゃならないと。 

  あとは５月の新人さんの研修、また、私がその話でやっぱり人だなということを思いまし

た。人が寄ってこそこの町に住むきっかけだと。そういう中で、おもてなしの心というのは

町民の皆さんに持ってもらった中で、そういう方たちがこの東伊豆町に長く住んでもらう、

定住してもらう、それが基本だと考えております。 

  今度またこの町を知ってもらうという中で、12月の中旬に、また町内のいいところを見て

もらった中で、やっぱりこの町内の魅力をまず皆さんに知ってもらった中で、住んでもらう

ような方向でまたやっていきたいと思いますし、基本的にそういう中で、そういう声を何か

の形にして町民に知らしめた中で、こういうことに協力してほしい、これは投げかけていき

たいと思うし、あくまで商工会と連携した中でやっぱりやっていきたいと思います。 

  本当に前回の５月には大変いい意見を聞きましたもので、これは参考にした中でまちづく

りをやっていければなと考えておりますもので、それは御理解願いたいと思います。 

  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。 

 

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

 

◎散会の宣告 
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○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 ４時３８分 
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平成３０年第４回東伊豆町議会定例会会議録 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（飯田桂司君） では、改めまして、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４回定例会第２日目は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（飯田桂司君） 本日の議事日程は、あらかじめ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。 

 

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

 

◇ 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、障害者福祉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） おはようございます。８番の須佐でございます。 

  ３問通告しておりますので、順に質問させていただきます。 
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  まず、１問目、障害者福祉についてということでございます。 

  本来、福祉という言葉は重たい言葉でございますけれども、最近は高齢者福祉とか、介護

といったようなところに目が向きがちですけれども、今回は障害をお持ちの方に視点を当て

て質問させていただきます。 

  近年、障害者福祉に関する法律が整備され、共生社会の実現に向けた取り組みが強化され

ているが、町の現状について伺う。 

  １つ目、障害者雇用について、役場や町内の重立った企業での法定雇用率はクリアされて

いるか。 

  ２点目、賀茂地区で障害者計画、障害福祉計画が策定されていると思うが、東伊豆町での

取り組みは。 

  ３点目、点字ブロックや、点字案内などについて、町の点検作業はどのように行われてい

るか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。 

  須佐議員の第１問、障害者福祉については、３点からの質問となっておりますので、順次

お答えいたします。 

  まず、１点目の障害者雇用について、設場や町内の重立った企業での法定雇用率はクリア

されているかについてですが、今年度の障害者法定雇用率は、国・地方公共団体等が2.5％、

民間企業は従業員数45.5人以上で2.2％となっており、毎年６月１日時点の障害者雇用状況

を管轄のハローワークに報告しております。 

  東伊豆町役場の報告時点の障害者法定雇用率は2.4％であり、地方公共団体法定雇用率の

2.5％をわずかながら下回っております。しかしながら東伊豆町役場の基礎職員数に対する

法定雇用率2.5％は3.125人となり、小数点以下はカウントしないため３人雇用していれば問

題ないという回答を労働局よりいただいております。 

  現在、重度障害者１名、普通障害者１名の２名を雇用しておりますが、重度障害者は２名

分として換算されるため、３名雇用扱いとなっており法定雇用率を達成しております。 

  今年度の町内民間企業の障害者法定雇用率については、ハローワークで公表しておりませ

んが、29年度は対象の範囲が従業員数50人以上で2.0％となっており、該当事業所８社のう
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ち、５社で法定雇用率を上回っております。 

  ２点目の賀茂地区で障害者計画、障害福祉計画が策定されていると思うが、東伊豆町での

取り組みはについてですが、障害者計画及び障害福祉計画につきましては賀茂地区１市５町

で取り組んでおり、当町利用者の主なサービスとしては、居宅介護や生活介護などが提供さ

れております。 

  新たな取り組みといたしまして、障害者を介護している方の高齢化及び亡くなった後の生

活や経済的負担の不安解消といった課題があり、知的障害、精神障害などにより判断能力が

十分でない方が成年後見制度を適切に利用できるよう支援を行い、地域で安心して暮らせる

よう、成年後見制度利用支援事業を実施しております。 

  また、29年度より、賀茂圏域では、社会福祉協議会に委託し、市民後見人の育成を推進し

ております。 

  ３点目の点字ブロックや点字案内などについて、町の点検作業はどのように行われている

かについてですが、町内に設置してある点字ブロックや点字案内については、公共施設等に

設置している場合、施設管理者が管理しており、破損などがあれば修復を行っております。 

  なお、民間のものにつきましては把握しておりませんので、御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） 御答弁いただきました。ありがとうございます。 

  法定雇用率、町内の今伺ったわけなんですけれども、役場では辛うじてクリアしていると

いう数字で、安堵したんですけれども、それがぎりぎりだということのお話だもんですから、

引き続き、その雇用の目を向けていただきたいなというふうに思いました。 

  企業によっては、さまざまな形態の企業があるでしょうから、どういう形の就労をしてい

るのかということは、ちょっと役場もわからない部分もあると思うんですけれども、引き続

き、そういう機会がありましたら、その指導等をしていただければなというふうに思います。 

  ちなみに、こちらの障害のある人のための就労相談会というお知らせですよね。これは回

覧板等でも配られているものですけれども、「生活支援センターわ」という事業所が、下田の

ほうにある事業所ですけれども、月に１回程度、役場で相談会をされているということです。 

  聞きましたら、役場等も協力していただいているという話がありましたのですけれども、

引き続き協力をしていただいて、障害を負われている方の雇用というものを考えていただき

たいなというふうに考えております。 
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  その次、障害者計画、障害福祉計画とさまざま言葉が違うんですけれども、ちょっと私ど

ももよくわからない部分も、非常に制度的に複雑でございます。 

  こちらのものが第３次賀茂地区障害者計画、これは案となっていますけれども、インター

ネットで調べますと、案しか今とれなかったもんですけれども、平成30年１月に案が出され

たということです。それで、第５期賀茂地区障害福祉計画、そして第１期、今期から始まり

ました賀茂地区の障害児福祉計画ということで、これページ数にしますと140ページぐらい

ありまして、全部これ印刷することはできなかったもんですから、とりあえず表紙だけこう

いうふうにお持ちしました。 

  必要な部分をちょっと、印刷をしているわけなんですけれども、こちらは、例えば下田市

ですとか河津町では、パブリックコメントを求めてその市民の声を聞いているような部分が

ございました。 

  東伊豆町ではそのような形の取り組みはどうだったのかなということを１点お聞きしたい

というふうに思います。 

  そして、お手元に資料を配付させていただいていると思うんですけれども、こちらが障害

福祉計画と障害者計画の違いということで出てきまして、ちょっと自分も勉強させていただ

きながら、こちらをちょっと配付させていただいたわけなんですけれども、障害福祉計画に

関しては、根拠法となっているものが、障害者総合支援法という法律、そして、障害者計画

のほうは、障害者基本法という法律が根底になっているということなんです。 

  その中で、見てみますと、これまでの経緯ということで、この資料はある静岡県の自治体

があらわしていた資料を使わせていただいたんですけれども、近年、法整備が進んでおりま

して、障害福祉計画においては、平成18年に障害者自立支援法が成立しましてから、この基

本指針がなされてきたと。そして、平成25年には障害者総合支援法という成立で変わりまし

て、より強化して、その支援をしていかなければならないというような法律になっておりま

す。 

  第２期、第３期、第４期となりまして、今、第５期の賀茂地区の障害福祉計画というもの

が策定されているということなんですよね。 

  そして、こちらの障害者計画に関しましては、こちらもかなり歴史が古くから障害者に対

する目を向ける障害者基本法というところから、制度が進んできているというような形で今

この賀茂地区、東伊豆町も第３次賀茂地区障害者計画という形になっているということでご

ざいます。 
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  賀茂地区の中で、よくうたわれているものの中に、平成19年度から第１次賀茂地区の障害

者計画が合同で作成されたわけなんですけれども、ともに暮らして、ともに活動できるまち

を地区の目標として掲げ、そして、リハビリテーションであるとか、ノーマライゼーション、

エンパワーメントというものを基本理念としていると。私たちは、よくリハビリという言葉

はよく聞くんですけれども、ノーマライゼーション、常に普通であるということが、障害者

の方たちにとっても当たり前であるという社会の実現。エンパワーメントというのが、障害

を負われている方、そして、その御家庭の力をつけていく、増強していくと、自立していく

方向に向けていくというその３本柱であるということでございます。 

  その中で障害者の方の平成28年度の集計ですと、東伊豆町に640名の方が身体障害者の方

がいらっしゃるということです。これ、数字が違っていたら教えてください。 

  下田市の910人に次ぐ多さで、賀茂地区全体で約20％を占めていると。 

  次に、知的障害者の方ですけれども、療育手帳をお持ちの方が130名で全体の23％、やや

割合が多くなっているということです。 

  精神的な障害を抱えておられる方、こちらも福祉手帳をお持ちの方、60名、賀茂地区全体

の16.6％ですか、こちらになっています。 

  また、こちらの障害者という形の中で、一つのくくりの中で、難病患者の方も含まれると

いうことで、こちらの難病患者の方、約100名いらっしゃるということで、賀茂地区全体の

約２割であるということで、非常に地区でいうと高い割合になっているのかなということが

言えると思います。 

  その中で、やはり私たち、行政にある意味身を置く者としては、そういう方たちに対する

心配りであるとか、気配りであるとかというものを大切にしなければいけないということが

まずあると思うんですけれども、その辺の町長のお考えをまずお聞かせ願いたいのと、それ

から、点字ブロック、それから、点字の案内ですね、それに関しては、先ほど640名の障害

手帳をお持ちの方ということでお話ししましたけれども、そのうち68名が視覚障害であらら

れるということがあります。 

  この庁舎内の様子を見ましても、各階のフロアの案内であるとか、というものを見ますと、

やはり、その点字処理されていない看板であるとかというものがほとんどではないかという

ふうに思っております。 

  あと、各庁舎の点字ブロック等、たまに破損しているものが見受けられたりするわけなん

ですけれども、その辺のところを苦情等が来たときに、どういう形でそれを受けて、どうい
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う形でその解決しているのかというようなことも、はっきりしとかなきゃいけないと思うん

ですよね。その辺のところはどうなっているのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目、障害者の雇用、これは毎年、今までは、大体、基準を

クリアしておりました。 

  今回たまたま、雇用率の中でちょっと足りないというので、一応、毎年、この障害者は募

集しております。その中で、来なかったりしているもので、町といたしましては、やっぱり

雇用は毎年やった中で、それは、法定をクリアするような方向でやっておりますもので、そ

れを御理解願いたいと思います。 

  なにしろ毎年やっている、これだけは御理解願いたいと思います。 

  さらに、障害者に対する考え、やっぱりみんな人間は平等ですから、それなりに町として

もやらなきゃいけないですけれども、やっぱりいろんな面で親から、やっぱり相当な負担が

あるということを直接言ってきます。やっぱりやってやりたくてもできないという現状もあ

りますもんで、それは十分認識しておりますし、やっぱり障害を持った親が特に大変だとい

うことは、自分も二、三回もう陳情を受けておりますし、それはもう大変でございます。そ

の辺も十分把握している中で、何とかしてやりたいけれども、ちょっと現状できない、そう

いう状況でございますもんで、それはできるだけクリアしてやりたいなということは考えて

おりますもんで、その辺は御理解願いたいと思います。 

  あとは点字ブロックの関係でございます。一応、私がこの職務についてから、苦情は一切、

今のところございません。しかしながら、そういう場合は職員が見つけたらそれはすぐに対

応するように、それは指示しますし、やっぱりそういう方に迷惑をかけてはいけないもんで、

それはわかった段階ではすぐ対応します。苦情があればそれはすぐ対応、そういう姿勢で今

いますもんで、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、たしかエレベーターはありますけれども、各課には点字のあれは、何課とかそう

いうことはありませんけれども、そこまでは多分、人が来たら多分職員が、そういう方を見

れば、基本的には職員の方がある程度、どこへ行きますか、そういう声かけをした中で、そ

ういう対応をしていきたいと考えておりますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） パブコメに関しては原課のほうから説明しますので、よろしくお願い

します。 
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○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） 賀茂地区の障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画等

の30年３月の策定前に、賀茂地区の１市５町それぞれでホームページ等を活用しまして、パ

ブリックコメントを行っております。東伊豆町でも行っておりますので、御理解ください。 

○議長（飯田桂司君） 須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） 今、パブリックコメントですけれども、私が河津町、下田市がインタ

ーネットで調べられるところですけれども、ゼロ名のパブリックコメントだったということ

ですけれども、この町ではどうだったのかという、何名の方がパブコメでそのあれだったの

かということをちょっとお聞きしたいと思います。 

  それと、この間、青少年の主張発表大会というのがございまして、中学３年生ので２人が

障害者についての発表をしました。その中で、決してかわいそうだというふうに思っちゃい

けないんだというようなことがありました。 

  寄り添う姿勢というものを大切にしなければいけないということを、彼ら２人は言ってい

たんじゃないかなというふうに思います。 

  それでまた、東京オリンピックという形で騒がれますけれども、パラリンピックも同時に

開催されるということを考えますと、この町のスタンスとして、どうでしょう、やはり常識

の中で、その点字の表示であるとかということを整備していくということが、これは方向性

として、今、社会の常識ではないかなというふうに思っております。ですので、その辺のと

ころを町長のほうにお考えいただきたいなというふうに思っています。 

  また、総合計画においても、障害者について触れています。私も総合計画に素案からちょ

っとかかわったということはあるんですけれども、この総合計画の中でも障害者のことが出

ております。その中で、やはり、基本方針としてここに掲げられているということにあるの

は、障害児、障害者が地域で自立した生活を送り、各分野において交流や活動が送れるよう

な社会を目指し、障害児、障害者に対する理解を促進しますと。それで、障害児、障害者が

その家庭や地域で安心して生活することができるよう保健福祉サービスを充実します。 

  保健福祉サービスやその他の面で障害児、障害者の社会参加を支援するボランティア確保

に努めますということが掲げられています。これは後期の基本計画にも同じことが書いてあ

るわけなんですけれども、その達成率というものを見ますと、まだまだ達成率が足りない。

70％を目標値に置いておりますけれども、現状ではこちらの後期のほうを見ましても、
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59.3％というパーセント、現状値、平成27年度ですけれども、これが、その障害のある人の

自立と社会参加への満足度という形になっております。ですから、この数値を目標に近づけ

るように、また努力していただきたいというふうに思います。 

  あと、最近、学校においても、特別支援学級というのが設置されるようになりまして、私

たちが子供のころは一緒に暮らしていた、一緒の教室に行っていた子でも、やはり発達障害

というような形で言われるようになっています。 

  そういう子たちが生産年齢人口、社会に出て暮らす年齢になってきています。そういう方

たちのやっぱりサポートというものも必要だというふうに思いますので、その辺のところも

またお考えいただければなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、点字とかいろいろの関係、パラリンピック、当然、町としても

それは対応していかないとならないです。まず玄関口であります、そういう民間の方には強

制できないもんで、それが民間の方に努力してもらった中でそれはやっていきたいと思いま

すし、当然、いろんな面でどのような方向でそのパラリンピックに対応していけばいいか、

ただ単に点字ブロックをつくっても、どこにあるかわからなけれども、じゃどういうふうに

その方たちにこの場所にそういう点字ブロックがあるとか、そういうことをやっていかない

といけないと考えておりますので、これはちょっと研究課題とさせていただきたいと思いま

す。 

  そして、やっぱりこれに関しましては、障害者の雇用、これはやっぱり、民間との協力が

なければなかなか推進できないんですが、それはやっぱり民間の方たちにも、民間会社の方

たちにも、ある程度のことを理解してもらった中で、この障害者たちの雇用に関しましては

やっていかなければならないと考えている。その中で、ハローワークは一生懸命やっており

ますもので、町といたしても、できるだけそういう方を雇用していくということは投げかけ

ていきますけれども、これはあくまでも民間の考え、これ強制はできないもんで、その辺は

御理解願いたいと思います。 

  そして、やっぱり町といたしましては、毎年の法定雇用率を確保するような方向ではやっ

ていきたいと考えております。それは御理解願いたいと思います。 

  さらにボランティアの関係、やっぱりなかなかボランティアは、何回も言っている、うち

の町は育たないが現状で、やっぱりいいことはいいんで、いざ実際その場になると、やっぱ
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りボランティアはいかがなものかと、結構あるもんで、それが今一番苦慮しているところで

ございます。 

  さらに、さっき言った、先般、親の関係で、その子供がいるとやっぱりいざというとき、

なかなか出られないもんだというもんで、そういうことはできるだけ民間といろんな施設な

んかと協力できないかということはいろいろをうたっておりますもんで、できるだけそうい

う方たちがこの町に住みやすいような方法でもやっておりますけれども、なかなかそれが形

にならないのが現状でございます。 

  しかし、それはやっぱりこの……１人のあれですから、町といたしましても、その方たち

はもう大切に扱っていかねばならないと考えておりますもんで、引き続き、実現できるのが

一番いいんですが、何しろその方たちの寄り添った形で政策を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。 

  あとは原課のほうから説明いたさせます。 

○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） パブリックコメントの意見があったかということなんです

けれども、パブリックコメントの資料がちょっと手元にありませんが、パブリックコメント

の意見に対して、回答したようなことがなかったと思いますので、そういった意見等がなか

ったと記憶しております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、教育が直面する課題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） それでは、第２問目、教育が直面する課題ということで、１つ目、毎

年教育委員会から自己点検・評価報告書が公表されているが、課題はあるのか。 

  次に、町の方向性が定まった小中一貫教育について考えを伺う。 

  そして、平和教育の推進について考えを伺うということでお願いします。 

○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） 第２問は３点からなっておりますけれども、１点目は私が答弁いたし

まして、２点、３点目は教育長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたしたいと思い
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ます。 

  まず、須佐議員の１点目、毎年、教育委員会から自己点検・評価報告書が公表されている

が、課題はあるのかについてですが、報告書は教育委員会が受け持つさまざまな事業につい

て自己点検・評価をし、評価委員の方々に知見を伺う内容となっております。 

  御質問の課題ということですが、細かく見れば、児童生徒数の減少対策、最適な教育環境

の提供、地域と連携した学校防災のあり方、地域活動への貢献、社会教育関係として文化の

振興、図書館事業の充実、健康づくりとも関連する各種スポーツ教室の充実、伝統文化の保

護保存、または学校給食の安定供給と安全対策など数えたら切りがありません。 

  それぞれにおいて町民の皆様の御協力を仰ぎながら、鋭意努力してまいりますので御理解

くださるようお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

（教育長 黒田種樹君登壇） 

○教育長（黒田種樹君） ２点目の町の方向性が定まった小中一貫教育について考えを伺うに

ついてですが、平成29年３月に東伊豆町学校教育環境整備委員会から、学校の再編整備の具

体的方策として２つの方向の最終答申がなされました。 

  その答申に基づき、本年３月の総合教育会議において、当町の検討する方向を小中一貫教

育の整備に絞り行うものとするという決定をしております。 

  それを受け、ことしの９月には東伊豆町小中一貫教育研究会を立ち上げ、研究を進めてい

るところです。来年末ごろまでには研究会からの提言をいただきたいと思っております。 

  現在は研究会がスタートした段階ですので、まだ詳細について考えを述べることはできま

せんが、基本的な方向性としては、熱川地区、稲取地区にそれぞれ小中一貫の学校を設置し、

より地域と一体となった新たな教育を進めていきたいと考えております。 

  次に、３点目の平和教育の推進について考えを伺うについてですが、本年６月の議会でも

答弁しましたように、平和の尊さを学び、国際平和の発展に寄与する態度を養うことは、教

育の大切な目的の一つとなっています。 

  小学校、中学校における平和に関する教育については、学習指導要領に基づき、児童生徒

の発達段階に応じて行われております。今後とも、各学校において、平和に関する教育が着

実に実施されるよう指導していきたいと考えております。 

○議長（飯田桂司君） 須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 
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○８番（須佐 衛君） この自己点検・評価報告書というのは、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律という法律が、私もちょっと昔勉強したもんですけれども、法律の名前ぐらい

はわかるんですけれども、中身はもうすっかり忘れちゃっていますけれども、今回、こうい

う形で、何でしょう、管理教育みたいな形で組織が組織を管理するみたいな形のことが始ま

ったのかななんていうふうな、私もニュアンスで受けているんですけれども、この報告書と

いうことをつぶさに見ておりますと、昨年も出された中で、今回、今回というのは平成29年

度なわけなんですけれども、28年度と比べて、１つ、段階が落ちている段階があるんですね。 

もう少しで目標を達成できたという形になっているところがありました。 

  それが、幼児教育環境の充実というところです。これ、教育委員会が管理、執行を教育長

に委任する事務というところでございます。それの（１）幼稚園教育に関することの③幼児

教育環境の充実。なぜこれ１ランク落ちたのかな、ちょっと気になったもんですから、そこ

のところの感じをちょっとお知らせ願いたいなというふうに思います。 

  それと、あと、これ幼稚園でも小中でも、共通して危機管理体制の充実と安全確保を図る

というところがございます。ここが、やはりもう少しで目標を達するところであるというよ

うな形になっておりますけれども、この辺について、この間の台風24号で大規模停電がござ

いまして、浜松のほうで、停電でしっかりとメール等が保護者のところに届かないで、それ

で、信号が消えた状態の中を危ない中を子供たちが通学したというのがございました。 

  それ、非常に危険だなというふうに思っているわけなんですけれども、これは新聞の記事

で、停電の危機管理の状態が、各市町で16市町で上手に策定されていない。うまく対応され

ていないというふうなことがございました。 

  東伊豆町の場合はこれ、どうなのかということで、ここではバツ印がついているんですけ

れども、現状、停電の際の危機管理体制等、防災対策、その辺について、今後どうなってい

くのかということをちょっとお聞きしたいなというふうに思います。 

  それと、私も、この間の９月の決算委員会等でも、質問させてもらったところですけれど

も、部活動の遠征費に関してです。 

  部活がなくなってやりたい部に所属できないで、個人で中体連等に参加しているという形

でいる生徒がいます。これは町長、教育長の判断で、その経費は公で払ってもいいというよ

うな考え方があると思うんですけれども、その辺についてちょっとお伺いしたいなというこ

とです。 

（「議長、暫時休憩してください」の声あり） 
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○議長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時０６分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

○８番（須佐 衛君） この自己点検評価シートというところなんですけれども、よろしいで

しょうか。 

  その中で、やはり、社会教育についても、この間、野球場の整備に関する補正予算の話も

ありましたけれども、その中で、体育館、体育センター等はこの間、相撲の巡業も行われた

りなんかしまして、その辺の中で利用されているわけなんですけれども、その辺の整備状況

なんかもちょっと気になるところなんですけれども、その辺のところがどうなのか、体育セ

ンター等ですね。あと、文化財の保護保存というところですが、これも、以前も一般質問さ

れた方もいましたけれども、やはり築城石の展示とか、関心を持っている方が非常にまた町

内の中で多くなってきているということがあります。 

  ですので、この辺もどんどん文化財の包蔵地の問題ですよね。この辺なんかも指摘されて

いますけれども、その辺のところの今後のお考え、これから築城石の整備というものをどう

いうふうにしていくのか。また、そういったものを確実にジャッジできる、これは大切なも

のなのか大切じゃない、さほどのものではないというようなことをジャッジできる方として、

やはり学芸員の方を確保するということは必要であると思うんですけれども、その辺なんか

はどういうふうにお考えになっているのかなということをお聞きしたいなというふうに思い

ます。 

  それで、ちょっと長くなって恐縮ですけれども、小中一貫教育に関しましては、私どもも

委員会で所管事務調査ということでやらせてもらっていますので、あれこれこの場で言うつ

もりはないんですけれども、一言、これから子供の数が本当に急減していく中で、各地区、

熱川地区、稲取地区にそれぞれ小中一貫校でいいのかどうかというのを検討する必要がある

のではないかなというふうに思っております。 

  それが、相当遠い先じゃなくて、結構近い先に見えてきているというような感じがあるも

んですから、その辺のところの検討が必要なのではないかなというふうに思っているのと、
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その小中一貫では解決できない問題ということで、部活動の問題というものがやはりここで

出てきています。子供たちが自分がやりたい部活に入れなくなってしまっているというよう

な状況があるわけです。そんな状況の中で、各地区に小中一貫校で根本的な部活動の解決が

なされていないような気がするんですね。 

  やはり、子供たちは前にも、何か、私の娘が学校にいるときも、アンケートみたいなのを

やったことがあるんですけれども、その中で、一番学校で楽しみにしているのはやっぱり部

活だというような声がありました。 

  ですから、その辺のところを大切に考えていただきたいなというのが１つでございます。 

  それと、３点目の平和教育について、今、教育長から丁寧に御答弁いただきましたけれど

も、時間切れになって途中になってしまったもんですから、私は一言で言うと、やはり、中

学生の修学旅行に関しては、広島方面もぜひ行って、被爆地の様子をつぶさにそこで見てい

ただくような修学旅行というものが大切なのではないかなというふうに思いますので、その

辺のところを、１泊ふやしてでも、京都、奈良にふやしてでも、１泊追加してでも広島を訪

問する。今、稲取高校が長崎のほうに修学旅行という話も聞いておりますので、その辺のと

ころを関連づける意味でも必要ではないかなということでお伺いします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、自己点検・評価報告書、この中、さまざま書いてあります。こ

れは報告内容まで、やっぱり報告がありますもので、そのときに質疑していただければ、私

たち、大変いいんじゃないかと考えておりますので、これはあくまでも学識経験者４人がい

た中で、今の町の現状はこうだとか言っている中でやっておりますもんで、検討しているこ

と言っておりますもので、当然その辺はもう検討している中でやっておりますし、バスの問

題も、一応この前の、本当はやればいいんですけれども、それも高校の魅力推進協議会の中

でも、一応高校のほうから出ましたもんで、その辺はもう随時活用できるように、そうやっ

ております。 

  また築城石に関しましても、もう大変、皆様方の活動が立派なもので、それをやっていま

すけれども、やっぱり民間の土地だもんで、それをあくまでも文化財の指定とかそういうこ

とはちょっと、まあ一つやっておりますけれども、民間の方の、自分は許可がなければそれ

はできないという中でやっています。重要性は十分認識しております。 

  そういう中で、私も毎年見ていますけれども、これはあくまで学識経験者の現状はどうか

というようなことを言われているもんで、そういう中で、またこれを見た中でこれも対応し
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ていきたいと思いますので、これはまだ私も十分は見ておりません、はっきり言いまして、

今日、報告が出されたもんで。それで、今後、検討した中で、町の考えを、これを沿った中

でやっていくという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） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 教育委員会の自己点検の評価につきまして、御質問ありがとうござ

います。本当に教育委員会の行っている全ての事業にわたって、きちんと見直しをし、それ

を皆様にまた判断していただけるような自己点検・自己評価になるようにということで、こ

の評価委員さんにまずは御意見をいただいて、その後に、この議会のほうにも報告をさせて

いただいております。 

  その中に、今、須佐議員から御質問がありました点も当然含まれております。 

  全てお答えが十分できるかどうかわかりませんが、現段階で自己点検の話し合いで出され

た意見等に基づいてお答えしたいと思います。 

  まず、幼児教育の充実ですが、昨年度の幼児教育に関することということで、幼児教育環

境の充実ということですけれども、昨年度は教育公務員特例法の改正がありまして、幼稚園

教諭に育成指標の明確化をするという教育委員会の行うべきことがありまして、それを作成

しました。 

  それをこれから幼稚園の教員とともに、充実していくという面で課題というか、これから

そういう面で環境、幼稚園の教諭等と育成指標をもとにきちんとした、また幼稚園教育がで

きるようにというようなことで、今後そういう課題が、課題というんですかね、方向性で努

力していかなければならないというような新たなことが入ったという面で、評価が下がると

言うと変ですけれども、頑張っていこうというような思いでつけております。 

  それから２つ目ですが、停電に対する危機管理ですね。防災対策ということですが、前回、

台風の風の被害、静岡県西部では学校が臨時休業が５日間に及んだような地域もあったと聞

いています。東伊豆町では幸いというか、停電が熱川地区が停電がありまして、熱川幼稚園、

熱川小学校、熱川中学校が停電を１日、次の日には回復しましたが１日ありました。 

  その停電をした日は学校で一番困ったのは、水道の使用です。水道は学校の東伊豆町の学

校は、屋上にタンクがありまして、そこに１度、電気を使ってモーターを使って水を揚げて、

そこから校舎内に水を流すと、落とすというような形で水道をやっております。そのモータ

ーが停電しましたので、水道が使えなくなった。トイレも使用できなくなったということで、
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急遽、熱川地区の小中学校、幼稚園を含めて、午前中で学校は下校ですね。午前中で授業を

終了して下校するというような対応をとりました。 

  次の日は電気、回復しまして、何とかなったんですが、確かにそこのところは、地震等で

水道管が破損するというようなことでの断水等は、当然これまでも考えていたわけですけれ

ども、学校校舎、それから、その他の面で支障がなかったにもかかわらず、停電で水道を使

えないということで、学校の子供たちの生活が困難になるというようなことは、やはりちょ

っと、これは困ったことだなということで、今後、停電の場合に水道管が生きている場合で

も、水道が使えなくなるというような事態がないような対応が必要だなと思っております。 

今後の対策課題というふうに考えております。 

  それから、部活についてですが、中学生は特に部活動での試合等、各地であります。勝ち

抜いていけば、県大会や東海大会等もあります。そのような中で、個人で参加しているとい

うお話もありましたが、種目によっては、学校に部活がない、ただ、地域のスポーツ関係の

団体等に加盟していて試合に参加するということも、当然、競技によってはあります。その

判断、全ての子供たちのスポーツ推進、応援をしていきたいところですけれども、全てにわ

たってはなかなかできないということもありまして、中学校の部活の遠征の補助金の規則を

つくりまして、これは一昨年ですけれども、議会でも見ていただいた上で規則をつくりまし

て、できるだけそういう子供たちのスポーツ支援ということはしていきたいと。 

全てではないですけれども、例えば、全国的に非常に活躍するというような大きな場合と

か、それから、大会、部活は学校になくても、学校名で参加するというようなそういうスポ

ーツの試合もあります。そういう場合は学校名を背負ってというか、学校代表として参加す

るというような判断を教育委員会、あるいは今度、町長判断ということもありますけれども、

なされる場合には補助をするというような、そのようなできるだけという形で支援をしてお

ります。 

  それから、体育センター等の状況ですが、これは…… 

（何事か言う声あり） 

○教育長（黒田種樹君） じゃ、それは後で御案内します。 

  それから、文化財については、先ほど町長からも話がありました。包蔵地指定ということ

は、法律上は地権者の同意がなくてもできるということになっているようですけれども、や

はりそういう強引な進め方はこの地域の中で、皆さんと守っていく文化財ということを推進

していくにはどうかなということもあります。 
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  町長の話にもありましたけれども、地権者、土地の所有者さん等と相談をしながら、でき

るだけ町の文化財を大事にしていきたいと。特に、築城石につきましては、その大事なとこ

ろは県の指定、国の指定、そういうふうに進めていきたいとは考えております。 

  学芸員の確保は非常に難しいところで、やはり、そういう専門家が多くはないという面も

ありますし、学芸員を確保するという財源の問題もありますので、今後の課題だと思ってお

ります。 

  それから、小中一貫教育につきましては、子供の数が急激に減っていくということで、熱

川、稲取に小中一貫の学校をそれぞれ設置するというのはどうだろうかというような御意見、

確かに子供たちの減少のスピードというのは非常に早いものがあります。これからの子供た

ちの減少の想定の人数というのもありますけれども、まずは、先ほどの答弁でお話ししまし

たけれども、地域と一体となった新たな学校づくりということが学校教育環境整備委員会か

ら受けた答申の大事な柱であります。 

  やはり学校というのは、これまでも、地域の皆さん、保護者の皆さんと一緒につくって、

育てて教育を進めてきましたけれども、今後、人口も少なくなる、子供たちも少なくなる、

より地域と、それから、学校、保護者、本当に一つになって教育を進めていくという意味で、

小中一貫教育の方向に今検討しているところですが、そのまずスタートを切るには、町内で

は熱川地区、稲取地区のそれぞれの地域のよさを生かした学校教育が、まず必要ではないか

と思っております。 

  子供の数が減っていきますけれども、20年、30年後ぐらいまでは、小中一貫の形で熱川、

稲取に学校を設置したとしても、複式学級がそのころには生じてくるかもしれません。そう

なった場合には次の段階を検討するということで、小中一貫教育は進めていけるんではない

かなと思っております。 

  それから、部活の問題ですね。小中一貫教育では解決できないというような御質問の内容

でしたけれども、根本的に部活動のことを解決していくためには、確かに生徒数が増えると

いうことで、部活のそれぞれの人数が増え、それぞれの部活動が充実する、あるいは部活動

の種類も増えるということです。 

  下田市が今後、予定しております４つの中学校を１つに統合するということで、その骨子

の中には部活動を新たに見直して、これまでなかった部活動も増やしていくような、そうい

う考え方も含まれております。 

  基本的には生徒数が増えることが部活動を充実させるという面でその種類や人数を増やす
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ことは大事です。ただ、10年先の中学校の生徒数、学級数等は減少が進んでいくとかいうこ

とからしますと、中学校同士を統合したとしても、部活動の種類が今後10年で増えるという

ことがなかなか望まれない。現在の稲取中学校とほぼ同じぐらいの生徒数になるというふう

に想定されておりますので、10年後に現状と同じような部活の種類、状況であるということ

を考えると、根本的な解決というのは、どちらの教育環境整備にしてもなかなか難しいとい

うことがあります。 

  ですから、学校のあり方とはまた、スポーツに関する部活動、スポーツ関係の充実という

のは、別の方向もあわせて考えていかなければならないというふうに思っております。 

  それから、広島方面への修学旅行のお話、前回の議会でもいただきました。私も何か途中

で終わったような気がしますけれども、中学校に確認をしましたけれども、賀茂地区では以

前に広島方面の修学旅行も行ったことがあります。そのやってみたことから、中学校で考え

られる修学旅行の宿泊数、行事の日数は２泊３日ぐらいですので、ぐらいというか、それを

また１泊増やすということになりますと、教育課程内の行事の持ち方の時間数の問題、日数

の問題が大きく負担になる。 

それから、その賀茂地域で実際やってみて、課題として、数年でそれがなくなりましたけ

れども、課題は広島に行くことでほかの地域、日数をふやさないとすると、ほかの地域での

学習が少なくなるということですね。広島は行けるんだけれども、例えば、京都、奈良の部

分が少なくなる。 

それから、費用の問題もかなり大きく膨らみますので、その費用を保護者との相談の中で、

費用の面でも課題が大きかったということで、実際やってみた学校もあるそうですけれども、

そういう面で、現在は賀茂地域では広島方面の修学旅行はやっていないというような状況で

す。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 体育センターについて、現況と整備の方針について説

明させていただきます。 

  おっしゃるとおり、老朽化が進んでおりまして、雨漏りもあるもんですから、体育館自体

のフロアもちょっと荒れてきている状態です。 

  そして、何しろトイレなどももう旧タイプというか、旧式のものが多いものですから、使

い勝手が今現在よいとは言えない状況になっておりまして、来年度、体育センターの改修を



－124－ 

させていただく計画を立てておりまして、また予算要求をさせていただくんですけれども、

来年１年間をかけて、トイレを含め、屋根の雨漏りの補修、床の改修など、今、快適に使え

るような整備をさせていただく計画でおりますので、御理解ください。 

○議長（飯田桂司君） 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した。 

  部活に関しては、先日、ＮＨＫのナビゲーションという番組で「部活が消える？～続く減

少 未来への模索～」という番組ありまして、磐田市では磐田スポーツ部活という名目で、

市内の３つの中学校から子供たちを集めて、それで部活をやっているというようなことがご

ざいました。 

  ですので、非常にいい話だなと思いまして見ていたわけなんですけれども、稲取も熱川も

子供たちを集めて部活ができればいいんじゃないかなと。より多くの選択肢の中で部活が子

供たちにとっていい形でできるんじゃないかなと、そういうものがございました。 

  あと、平和教育のことに関しましては、やはり、今、予算の問題等も出てきます。この辺

はこの行政当局のそういったこともあるかと思いますけれども、３泊４日ということをちょ

っと実現できるのかどうかということを、ここで私も提案させていただくということで、す

みません、時間がないものですから、御答弁、結構でございます。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、町の懸案事項についてを許します。 

  須佐議員。 

（８番 須佐 衛君登壇） 

○８番（須佐 衛君） 町の懸案事項ということで、今ある少子化の根本原因というものが未

婚率の増加ということがあると思います。 

  町の婚活事業の現状はどうなっているのかという点、それから、来年度実施予定の公募型

補助金、これ、以前質問させていただいたところですけれども、今、検討はどのようになっ

ているのか、また、地域交通体系の整備について、また、来年度に向けた検討はどうなって

いるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第３問は、３点からの質問となっておりますので、順次お
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答えいたします。 

  まず、１点目の少子化の根本原因は未婚率の増加と考えるが、町の婚活事業の状況はにつ

いてですが、 

  婚活事業は平成19年度に出会い創出自然体験事業としてパラグライダーとダイビングの体

験を通じての出会いの機会を提供するという事業を直営で始めました。その後、形を変えな

がら、河津町・松崎町とも連携し事業を行っていた時期もありました。平成28年度には若者

サークル事業として園芸サークルを実施しましたが、これらの事業は総じて参加者の確保が

困難で結果が得られなかったというのが実情であります。 

  29年度からは地域おこし協力隊の荒武君の所属するＮＰＯ法人に委託し、若者交流事業と

して婚活色を薄め、参加者に制限を余り厳しく設けず、自由な雰囲気でダイロクキッチンを

拠点として交流を図っております。参加者数も昨年に比べ、140名で、今年も10月末現在で

160名に達しております。その中で交際が始まったカップルもいると聞いておりますので、

今後の推移に期待しております。 

  次に、２点目の来年度実施すると聞いている公募型補助金制度の検討はについてですが、

６月の一般質問でお答えいたしましたように、住民からの提案をみずから実行する機会を提

供するため、新年度事業として（仮称）提案型まちづくり事業補助金制度を創設し、要綱を

定め、予算計上をする考えでおります。これにより広く町民の皆さんがまちづくりに参画し

ていただけるものと期待しております。 

  次に、３点目の地域交通体系の整備について、来年度に向けた検討についてですが、昨日

の山田議員の質問にもお答えいたしましたが、高齢化等に伴い買い物を中心とした日常生活

の移動手段確保が厳しくなっていく状況は確実ですが、具体的にどのようなふぐあいが生じ、

どのような救済措置が求められているのかが、まだ明らかになっていない状況です。今後、

それらのニーズの把握に努め、現在、先進地において実施されているさまざまな手段の中か

ら最適な方策を講じていこうと考えておりますので、ぜひ議員の皆さんの情報提供やお知恵

をおかしいただきたいと思います。 

○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、10時45分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時３１分 
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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。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員の第１問、災害時におけるインフラ整備についてを許

します。 

  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 最後ですから、元気よくやります。 

  １問目の災害時におけるインフラ整備。大停電が起きたときに、暗闇の中で高齢者や要配

慮者を安全に避難させるための路地や狭い階段のところへ、太陽光発電で充電式の街路灯を

設置してはについてお伺いします。 

  よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第１問、災害時におけるインフラ整備についての大停電が

起きた時、暗闇の中で高齢者や要配慮者を安全に避難させるため、路地や狭い階段のところ

へ、太陽光発電で充電できる街路灯を設置してはについてお答えいたします。 

  議員の御質問では、太陽光発電で充電できる街路灯とございますが、防犯灯の観点からお

答えいたします。 

  災害時に大停電が発生した場合、高齢者及び要配慮者を安全に避難させることは、大変重

要であると認識しております。 

  当町の防犯灯は2,025基設置されておりますが、路地や狭い階段等の避難時に必要な箇所

を把握することは困難であるため、今後、各区を通じて調査することも大切であると考えま

す。 

  しかしながら、太陽光発電で充電できる防犯灯は、停電時の天候に左右されるほか、維持
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管理や財政面等、総合的な検討が必要だと考えますので、現時点では、懐中電灯等を身の回

りに用意し、万一の有事に備えていただきたいと思いますので、御理解を願います。 

○議長（飯田桂司君） 西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 今、町長への質問の中で充電式というのは、いわゆる曇りでも、三、

四日は電気がつくと。昼間の明るいときにためた太陽光を充電していて、曇りでも、雨の日

でも、三、四日はもつという充電式ですね。 

  それと、防災に関しては、この我が町はいっぱいやっていると思うんです。だけれども、

53年の地震も昼間でしたね。夜中の災害というのはやったことないし、それで、いわゆる今

は高齢化社会の中で、その人たちを誘導するという、本当に稲取地区、熱川地区、北川地区

と、みんな階段とか狭い路地が多いと。そういうところに、いわゆる小さなものでも置いて

あれば非常に、懐中電灯も、だけれども人を助けるのに、人を動かすのに、片手が塞がって

いて本当にやれるのかという問題を考えたときには、やっぱり、いきなりは無理ですけれど

も、少しずつ進めていくというのが必要じゃないかと。 

もう一点、いわゆる公共広場とか、皆さんが避難するところには、この前の区長会で言っ

ていましたように、大きな充電式なやつ、太陽光で、それで携帯電話もとれたりとか、そう

いう中の整備、人が避難するところにもそういうのがあれば、非常に、明るいということが

人の安心感につながると思うんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは西塚議員の提案、もっともであると考えています。 

  やっぱり、これからは町でも地震が来たらすぐに逃げるということを指導しておりますも

んで、その辺の避難路に関しましては、よい環境整備をしていかねばならないと考えている。

これはやっぱり、１回でやるのは大変でございますから、これは順次やっていきたいと考え

ております。 

  そういう中で、いろいろと避難路がありますので、避難路に指定されたところは、とりあ

えずそこを実証実験なり、そういうことをやった中で、ちょっと財政面があるので、いつや

るということは断言できませんけれども、大変重要な案件で、これは検討した中でやってい

きたい。時期はちょっと明確には言いませんけれども。 

そういう中で、前回も、実を言うと、区長会で、ある区長さんが、自分の自費である程度、

言ったように、一時避難場所が暗いと大変避難者に不安感をあおるもんで、ある程度そうい
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うことを一回やってみたいなと言っていただきました。それは、一つの実証実験として、そ

の区内でやってもらえば今後の参考になると思いますから、その辺はどのような結果になる

か、また注視していきたいと考えております。 

これは西塚議員は大変もっともな提案であると思いますので、これは真摯に受けとめた中

で、これはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第２問、小中学校の統合についてを許します。 

  西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） ２問目の小中学校の統合について。 

  ここ数年、町内の出生人数を見ると、平成25年62名、平成26年56名、平成27年50名、平成

28年33名、平成29年34名、平成30年、ことし30名だと言っています。 

  地区ごとに、小中一貫校にする方針が打ち出されているが、この数字を見ると、すぐに２

校を統合しなければならなくなるのではないか。教育長、お願いします。 

○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） この関係は教育関係ですので、教育長より答弁いたさせますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 西塚議員の第２問、小中学枝の統合について。 

ここ数年の町内の出生人数を見ると、平成25年62名、平成26年56名、平成27年50名、平成

28年33名、平成29年34名、平成30年30名と年々少なくなっている。地区ごとに小中一貫校に

する方針が打ち出されているが、この数字を見ると、すぐに２校を統合しなければならなく

なるのではないかについてお答えします。 

  御質問にあるとおり、当町の出生率は年々減少傾向にあり、熱川地区、稲取地区ともに子

供が減ってきております。今後、両地区において学年１クラスとなり、学級の児童生徒数も

減少していくことは避けられない状況です。 

  先ほどの須佐議員の御質問に回答させていただいたとおり、まず、今検討している熱川・

稲取に地域と一体となった小中一貫の新しい教育環境を整備し、それぞれの地域とより強固

に結びついた学校教育を進めていきたいと考えております。 
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  その小中一貫教育につきましては、町の小中一貫教育研究会にて検討がなされているとこ

ろであり、具体的なあり方は今後検討していただく予定です。 

  御質問いただきました、すぐに２校を統合しなければならなくなるのではについてですが、

こちらにつきましても、児童生徒数のデータを見みながら検討がなされていくと思われます

ので、御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 先ほど、教育長が須佐議員の中で、いわゆる今この数字の中でいわゆ

ることし生まれた子が30人、今年生まれた子が30人、13年たつと中学１年生、そうすると、

いわゆるきれいに15人ずつ、半分ずつだって15人ずつですよね。それが、じゃ、熱川地区に

25人で稲取地区５人だったらということだって考えられるわけですね、これからの中で。 

  そういうような中で、いわゆる先ほど、９月に研究を始めたというのは、本当にスピード

感が、数字がもう出て、こうやって先ほどから数字を出したのは、わかっているのにスピー

ドを上げていかなかったらおかしいでしょうと。それと、部活動も、いわゆる中学生の部活

動を考えたときに、いわゆる地域性と言っていますけれども、子供たちは地域性じゃなくて、

この東伊豆町の子なんですよ。地域はもう取り除かなかったらおかしいでしょう。その中で、

子供たちが何ができるかを真剣に考えないと、子供たちの夢がなくなっていく、そういう町

になっちゃうんじゃないかなと。 

あと、いわゆる教育長が言っていますように、20年後まで大丈夫とか、この数字を見てい

て言っていることの根拠はどこにあるんですか。お願いします。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 子供たちが減っている状況から、スピード感を持って、スピードを

上げて今後の教育を考えていくということは、当然、私もそう思っております。 

  10年後まで大丈夫ということは、私はそのような思いで先ほどの須佐議員とのときのお話

をしたつもりはございません。10年後が大丈夫とかということではなくて、先ほど、お話し

したのは、現在の子供たちの生徒数ですね。中学校に関していえば、現在、稲取中学校と熱

川中学校の生徒数が学校教育環境整備委員会で出された方向の一つとして、中学校同士を統

合するという方向がありました。それともう一つが地域と一体となった小中一貫教育を熱川、

稲取それぞれにつくっていくという方向で、現段階ではその小中一貫の教育に絞って検討し

ている段階です。 



－130－ 

10年後というのは、これからの今の子供たち、生徒数の推移からすると、10年たつと例え

ば稲取と熱川の中学校を統合して、中学校が１校になったとして、その学年の生徒数、これ

学級数ですね、その学級数が現在の稲取中学校と同じぐらいの生徒数、学級数になっていく

ということで、そうした段階では、部活動は飛躍的に環境あるいは生徒数や部活の種類が改

善できるということは、10年後を見て、そのようなことはなかなか望めないということがあ

って、それも一つの実情ということもあって、現段階では小中一貫の教育、その人数の少な

いということももちろん大きな課題なんですが、実際にそれをもうそういう状況の中でも充

実した教育をしていくということは、新たな教育の方向を考えていくということが必要では

ないかという面で、小中一貫という新たな教育の環境づくりをしていこうという検討に今方

向が向いております。 

  10年後まで大丈夫ということは思っておりませんし、それが15年後、25年後がどういうふ

うになっていくかということについては、減少していくということがもう推定されますので、

そのことに対応していく教育を考えるということが、教育委員会としてはもう本当に一番大

事なことと思っております。 

  それで、今、人数のお話がありました。平成30年の生まれた子供たちが30人、それが、中

学校に上がる段階で、稲取と熱川に分かれて、学校に分かれるとすると15人、５人……、そ

うですね、25人とか、５人とか、そういうそれぞれの人数も考えられると、少なくなること

が当然考えられるということですが、そこは、出生数だけではなかなか判断はできませんけ

れども、先ほど、須佐議員の質問のときにもお答えしましたが、だんだん数が減っていけば、

学校というのはどういうふうに学級編成等がなるかといいますと、小学校段階でいえば、１

年生を含む２年生と１年生と合わせて８人以下になりますと複式学級。それから、１年生を

含まない学年においては、16人以下で複式学級。中学校においては、全ての学年で８人以下

になると複式学級ということで、国の学級編成基準はそうなっております。 

  ですから、学年の人数が中学校で考えれば、１学年が４人以上で、平均ですけれども、４

人以上で２学年で８人以上、８人を上回る数がいるということが複式学級ぎりぎりの線と考

えられます。 

  そういう複式学級ということが生じるということは、学校の中では教育の授業の形態等、

非常に難しい部分も出てきます。複式学級は必ずしも教育ができないというわけではありま

せん。全国にはたくさん複式学級の教育を行っている学校はありますし、現に東伊豆町にお

いては、大川小学校で複式学級が全て１年から６年まで複式学級ができた段階でも、地域の
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皆さんに支えられたり、支援員を補充するというようなことをして、充実した教育をしてき

たというそういう自負を持っております。 

  ただ、やはり、近隣の学校等の再編の議論がなされる中では、複式学級が生じた段階でや

はり学校のあり方、大きな枠組みを検討していくということが、これまで賀茂地域等でもな

されておりますし、当教育委員会でもそのような子供たちの学習環境の中で、やはり一定の

人数を確保したいという思いから、どのような学級編成、子供の人数でどのような学校づく

りをするかを一生懸命考えてきているところです。 

  その複式学級ということが、町内、小中一貫、熱川、稲取に学校をつくった段階で、今後、

何年後に生じるかわかりませんけれども、それはそれが複式学級が多くなってきた段階で、

また次の学校のあり方を保護者、地域の皆様、町を挙げて考えるということはできるのでは

ないかと、先ほどそんなつもりで須佐議員さんの御質問のときにはお話をさせていただきま

したが、どういうことかというと、これはまだ小中一貫教育研究会がこれからのそういう人

数や生徒数や児童数、それから、これからの変遷を考えながら、東伊豆町に合った小中一貫

教育はどのような形がよいかということを今検討をしていただいている段階ですので、私が

詳細は述べられませんということが基本なんですけれども、例えばですけれども、熱川と稲

取に小中一貫の学校づくりをするということで、その後、複式学級ができるようになった段

階では、どちらかの学校でその小中一貫教育を培った、小中一貫教育を生かした町一つの学

校づくりにするということも可能ではないかなというふうには思っております。 

  ただ、それは小中一貫教育研究会の検討した結果ではありませんので、現段階では考えら

れることの一つということでお聞きいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 私は前の６月の定例会のときも言ったと思うんですけれども、その前

に幼稚園があるんじゃないかと。幼稚園、だって、この幼稚園はこの町に町立が２つ、私立

が２つあると、そういう中で、やっぱりその幼稚園自体がこの人数で親が選んでくるわけで

すよね、町立がいいのか、私立がいいのかと。そういうときにだって、そこでさえ、１つの

ところに集まったら、いいところに親は、教育のいいところに行かせたくなる。そういうと

きに、幼稚園の下のところでもそうなっていくと。それで、そこは、変な話だけれども、熱

川とか稲取とか関係なく、地域の子が、東伊豆町の子がみんな集まって教育を受けていると。
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それが現実だと思うんですよ。 

  そしてまた、その幼稚園のあり方も一つのものを考えていかなかったら、教育の一環とし

てはおかしい話だと思うんですよ、自分は。 

  それで、この前の九州から熊本の山江村の人たちが東伊豆町に研修に来て、研修に来たん

だけれども、教わったのは、そこの村は3,600人の小さな村なんですけれども、子供は30人

生まれていると、大体平均して。それはなぜですかと聞いたら、そこは少ないから子供たち

を都会へ出しても恥ずかしくないように、村営の塾をやっていると。そうしたら、周りの若

い家族が、夫婦がこの町に移ってきて、教育を受けたいと。それだから、その人数が確保さ

れていると。今はそういう時代になってきたと思うんですよ。 

  そういう、この町にどういう子を育てるのかと、本当に子供たちのことを考えたときに、

少なくてもできること、それがばらばらにしていいのか。一緒にすれば、そういうこともで

きると、そういう中での本当に、この町の、私はみんながこの町は稲取と熱川とか、分かれ

ているとかと言っているけれども、子供のときからそれをとらなかったら、何年たっても同

じじゃないかと。せっかくのいいものを合わせなかったら、教育にしても、このまちづくり

にしても、そういうのを子供のときからやっていかなかったら、この町は発展していかない

と思いますけれども。 

  どうですか。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 西塚議員の熱い気持ち本当にわかります。 

  それと、やっぱり子供の教育、これは大変な課題でございますので、町としてもそれはや

っていきたいと考える。しかしながら、この件に関しましては、一応、今後の小中学校のあ

り方という中で、協議会を立ち上げて、今、小中一貫と２つ温めて、この答申が、小中一貫

でということを言われていましたもんで、教育長も大変苦しい立場じゃなかろうかと思いま

す。 

  一応そういう答申をされたもんで、それを答申した中で今やっている中で、また不備が出

たら、当然その答申の中で、またこういう不備が出たからそれは変えていきたいと。答申を

重視しているもんで、それは私も言いたいんだけれども、その答申が出た中で、やっぱりそ

の答申を重視して今やっておりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  やっぱり喫緊の課題は、私が思うに、もう本当に子供が減っているもんで、まず、私は幼

稚園と保育園、この関係を自分の任期中にある程度めどは立てていきたいなとは考えており
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ますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  あと、何しろ教育長の苦しい立場だけはわかっていただけたらと思いますので、あとは教

育長が答弁してください。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 御意見ありがとうございます。 

  お話は幼稚園と保育園の幼児教育のほうにもお話がありましたけれども、子供たちの数が

減っていくのは小さな年代の子たちから徐々に減っていくわけですから、小学校や中学校の

教育を考えるということだけでいいわけではありませんし、西塚議員のおっしゃるように、

幼稚園、それから、保育園を含めた幼児教育の段階でどのような教育を進めるかということ

も非常に大きな課題であります。 

  それを含めて、30人の子供たち、村営の塾というようなお話がありました。一緒にすれば、

充実した教育ができるというのは、ある面では子供たちの教育環境として、より多くの子供

たちがともに学ぶという面で、一定の人数を確保した教育というのは大事な教育の環境とい

うか、基盤の一つ、考え方の一つです。 

  ただ、じゃ、小さいから、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、小さいから教育が

十分できないか、充実した教育ができないかということも、それもまた必ずしもそうではな

いという部分が教育にはございます。 

  東伊豆町で、子供たちの人数が少なくなっていくということで、最終的に１つの学校づく

りはどうかということは、西塚議員から以前の議会でも御意見をいただいておりますし、私

も、最終的には、もう子供の数と町の状態、保護者、地域の皆さんの御意見を合わせて、１

つの学校になることは予想されることではあるなと思っています。 

  ただ、今の段階で、それから、10年後、30年後、その段階のいつの段階で１つにすること

がいいのかという面については、ここは議論の分かれるところというか、考え方は１つにま

だ現段階では絞れていないのではないかなと思います。 

  それを検討するために、先ほど町長からもありましたが、当町では学校教育環境整備委員

会、町のいろいろな各分野の代表の方に相談をしていただいて、２つの方向性の答申をいた

だきました。生徒数の関係、部活の関係からいえば、中学校同士の統合も考えられると。し

かし、町のこの地域、熱川と稲取で充実した地域性を持った教育が今進められていることを

さらに発展させて、より一体、学校というものに地域の皆さんが一緒になって入って、学校

と地域をつくるということを一体化するという意味で、新しい町の教育のあり方、地域の皆
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さんを含めた教育のあり方ということで、もう一つの提案としては、小中一貫の学校を熱川、

稲取のそれぞれの地域にあわせてつくっていったらどうかと、その方向性を今、検討してい

るということをお話ししました。 

  どこの段階で１つにするとかということは今後の議論なんですけれども、まず、熱川と稲

取で小中一貫で地域の皆さんと新しい学校教育をつくるということは、私は、まず、これか

ら町がまず進めていく一つの大きな段階、階段の一つではないかなと思います。 

  それが、うまくいくということをきちんとやっぱり町民や保護者の皆様、それから子供た

ちにとっても、こういう小中一貫教育、学校づくりはいいんだなということを、やっぱり認

めていただく実績を上げていくということは、その後、学校が１つになっても、当然生かせ

ることでありますので、まずは稲取と熱川のこの地域性を十分に生かした教育が、次の段階

ではないかなというふうに私は思っております。それを今、小中一貫教育研究会で検討して

いただいているところです。 

  本当にスピード感は必要だと思います。これだけ生まれる子供たちが少なくなって、本当

に幼稚園もこれから何人の子が入園するかということは予測がなかなか難しい。来年度にな

れば、幼児教育の無償化というようなことが進んでくると、幼稚園教育はどのようにやった

らいいかということは非常に大きな課題です。 

  ただ、幼稚園教育で今進めている教育の質を高めるという面、それから、東伊豆がこれま

で進めてきた幼稚園教育、それから保育園のほうの教育も、それぞれが努力をして、切磋琢

磨して、十分胸を張れる子供たちを育てているというふうに思います。 

  それから、小学校、中学校の教育も、あるいは稲取高校の教育も、これから町を出ていく

子供たち、胸を張って送り出せるというふうに思っております。 

○議長（飯田桂司君） 西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 教育長に聞きたいんですけれども、私は、教育長も子供を見ている、

夢とか、子供たちに対する希望というのがあると思うんですよ。 

  私は、私ごとですけれども、公園の芝を刈って、足の裏から一年中季節を感じてもらうと、

その中で優秀な子が育つんじゃないかと、脳外科医の日本のトップの方がそのようないわゆ

る足の裏から四季を感じてと、そういう中で、子供の教育というものの一つのあり方という

のがあると思うんですよ。 

  私は教育長が地域性と、いろいろなことを言っていますけれども、教育長はこの町の子供
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たちに対しての夢とか、どうなったらいいのかというのを聞きたいですけれども。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 非常に大きな御質問をいただきました。 

  私は西塚議員みたいに、足の裏からとかというような、そういう具体的な言葉で子供たち

のこれからこんなふうに育ってほしいというところは明確には、細かいところは今、お話で

きるような言葉がありませんけれども、これまで東伊豆町の小学校で私は教育に携わる期間

が多かった、長かったです。その中で、私が思っていたのは、やはり自分の力でみんなとと

もに、自分の力で自分のこれからの未来を考えていける、そういう本当に漠然とした、子供

たち、育ってもらいたいというようなことで、思いで教育をしてきました。 

  具体的に、足の裏からとかというようなことであれば、やはりこの地域のよさを肌で感じ、

それから、友達同士のお互いのよさを交流の中で、やはり直接ぶつかり合うことで感じ、そ

してみんなで、新たな次のものをみんなで相談してつくっていくという、そういう小学校で

の活動の中で、そんな思いを持っておりました。 

  当然、今、教育のこの教育委員会のこういう立場におりますので、全体の教育としては、

漠然とそういうふうな思いは持っております。 

  特に、ここの地域の中でしかこの地域の皆さんとは触れ合えない。それを、人間関係を大

事にするというそういうことは教育の大前提でありますから、幼稚園であっても、保育園で

あっても、小学校でも、中学校でも、ここにある幼保小中、高校も含めてそれぞれが接する

人との関係づくりを十分にそれぞれの人間関係をつくれると、そういう環境が必要で、それ

をつくるのが教育委員会だというふうに思っています。 

  ちょっとお答えにはなりませんけれども、そういう面で、それは小中一貫教育をまず立ち

上げるときに、東伊豆町という大きな枠組みの中で、１つの学校をつくるのももちろん考え

方の一つですけれども、より地域の皆さん、保護者の皆さんと子供たちがより緊密に近くで

学校教育、あるいは幼稚園の教育等も進めていくには、町内一つで、例えば、町の真ん中に

１校あるよりは、それぞれ、熱川と稲取に学校校舎があって、そこで、それぞれの地域の皆

さんがすごく近くで応援をしてくださる、そういう人間関係の近さは、まず小中一貫教育に

は重要ではないかなという思いもあって、私は現段階では小中一貫教育研究会とともに研究

していきたいというふうに考えております。 

  すみません。お答えには余りなっていないかと思いますけれども、以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、第３問、野良猫の不妊去勢手術費の補助についてを許します。 
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  ５番、西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） ３問目の、これは栗原議員の得意なところですけれども、野良猫の不

妊去勢手術の補助について。 

  昨今猫ブームで、テレビでは猫散歩などを放映したり、また、猫カフェなどで癒しを求め

ている。ある地域では猫を求めて観光客が集まり、写真をＳＮＳで配信して注目を浴びてい

るところもある。 

  一方、稲取地区の温泉場では、野良猫による繁殖が原因で毎年、春と秋には子猫が車にひ

かれているような姿をよく目にし、観光地としての光景にそぐわない状態である。 

  そこでこの町としては野良猫の不妊去勢手術費の補助金は考えられないのか、町長、お願

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） 西塚議員の第３問、野良猫の不妊去勢手術費の補助についての昨今の

猫ブームで、テレビでは猫散歩などを放映したり、また、猫カフェなどで癒しを求めている。

ある地域では猫を求めて観光客が集まり、写真をＳＮＳで配信して注目を浴びているところ

もある。一方、稲取地区の温泉場では、野良猫による繁殖が原因で毎年、春と秋には子猫が

車にひかれている姿をよく目にし、観光地の光景にそぐわない状況である。そこで町として

は野良猫の不妊去勢手術費の補助金が考えられないか伺うについてお答えいたします。 

  野良猫を減らす一番有効な方法といたしましては、無責任に餌を与えないことであると考

えております。 

  しかしながら、県が策定した静岡県動物愛護管理推進計画では、人と動物とが共生する社

会の実現を目指し、終生飼養や新しい飼い主探しなど、飼い主としての責任の徹底を図り、

殺処分がなくなる環境づくり等を推進しておりますが、町といたしましては、猫の不妊去勢

手術への公費助成につきましては、平成31年度から公費助成していきたいと考えております

ので、御理解をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 今、31年度からやってもらえるということで、伊東市、下田市はもう
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やっているんですよ。それで、ただ市がやっているだけでは無理なんですよ。それにはボラ

ンティアが、いわゆる野良猫を捕まえてくれて、病院に連れていくと、そういう一つのボラ

ンティアというものの活動が必要になってくるんですよね。 

  そういう人たちとの町との連携を持たないと、これはうまくいかないと。補助金も１年目

はうんとかかるけれども、２年目、３年目は野良猫が去勢されて増えないという中で、他地

区は非常に、年数がたつといなくなると。それと、さっき町長が言っていましたように、動

物愛護の中で、いわゆる今は子猫に餌をくれるなと、みんなで敬遠されるけれども、そうい

う去勢手術をしたり不妊手術をすると耳をカットしてやると、そういう猫は今度は愛くるし

いから、餌をくれていても、それ以上増えないという中で、他地区が、そういう中で癒やし

を求めている中の、町があるという中で、やっぱりこれからやるということだったら、下田

市、伊東市とよく話して、一番いい方法でこの町はやってもらいたいなと思っています。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この件につきましては、さっきからあります以前はそういうこれと違

う回答をいたしましたけれども、昨今ですが、これをやっているボランティアの方に、そう

いう話を聞きまして、うちの町としても恥ずかしいと。やっぱり近隣の伊東、下田も、だか

ら、やっている中で、うちの町も何とかしてほしいという中で、今、西塚議員が一般質問さ

れましたもんで、そのときやっぱりそういうボランティアの方が一生懸命やっている中で、

やっぱり町といたしましても、そのボランティアを生かす、これからまた活動を活発にして

いく中で、そういう野良猫の不幸な猫を減らすような方向でやっていきたい。 

  それで、31年度からこの公費助成をしていきたいという答弁をさせていただきました。 

  そういう中では、伊東市、下田市との連携、どのような方向でやっていくかという中で、

やっぱりこの近隣の中でも、また東伊豆町は一番すばらしいねと、そういうことで活動をし

ている、そういう方向でやっていきたい、そう考えておりますもんで、御理解を願いたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 西塚議員。 

（５番 西塚孝男君登壇） 

○５番（西塚孝男君） 町長、よろしくお願いします。 

  これで終わります。 

○議長（飯田桂司君） 以上で５番、西塚議員の一般質問を終結します。 
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  この際、11時30分まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時２１分 

 

再開 午前１１時３０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第６２号 東伊豆町職員の給与に関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２ 議案第62号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（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62号 東伊豆町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  平成30年８月の人事院勧告を受け、国家公務員の給与法改正が平成30年11月28日に成立し、

これに準じた措置を講ずるため、当町職員の給与条例を改正するものでございます。 

  主な改正内容につきましては、民間給与との較差を埋めるための平成30年度における給料

表水準の引き上げ、また民間の特別給の支給割合との均衡を図り、職員の勤勉手当100分の

５カ月分の引き上げ及び宿日直手当の改正となっております。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました議案第62号 東伊豆町職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の新旧対照表により概要を御説明させて

いただきます。 
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  平成30年８月に国家公務員の給与に対する人事院勧告がなされ、平成30年11月28日に国会

において国家公務員の給与法改正が成立しましたので、これに準拠し、当町の給与条例を改

正するものでございます。 

  恐れ入りますが、新旧対照表（第１条関係）の１ページをごらんください。 

  まず第15条の２の宿日直手当についてですが、現在、役場が閉庁している土・日・祝日の

８時30分から17時15分までの日直業務を職員が輪番で行っており、それ以外の17時15分から

翌朝８時30分までの宿直業務を民間の委託業者が行っています。 

  職員への日直手当は１回につき4,200円ですが、人事院勧告に準拠し4,400円に改正します。

また半日勤務後の退庁時から引き続き行われる宿日直手当に関するただし書きについては、

現在行われていないため削除いたします。 

  次に第15条の８の勤勉手当についてですが、人事院勧告により、民間に見合うよう勤勉手

当支給割合100分の５月分引き上げ、現行100分の90月である12月支給分を100分の95月とす

る内容です。 

  なお12月の勤勉手当は12月10日に100分の90月で支給し、この条例が可決され次第、差額

の100分の５月分の追加支給をするという形になります。 

  同様に再任用職員の勤勉手当率につきましても、現在の100分の42.5月を100分の５月引き

上げ、100分の47.5月といたします。 

  次に２ページから12ページまでは、行政職給料表第１表及び第２表の改正となります。 

  民間給与との較差（0.16％）を埋めるため、平成30年度における給料表の水準を引き上げ

る内容です。 

  この改正により、行政職給料表第１表におきましては初任給から若年層にかけては最大

1,500円、その他は最低400円の増となっております。 

  また行政職給料表第２表におきましても、初任給から若年層にかけては最大1,600円、そ

のほかは最低400円の増となっております。 

  以上第１条につきましては、平成30年４月１日から適用とします。 

  続きまして新旧対照表（第２条関係）をごらんください。 

  まず第15条の５の期末手当についてですが、現行６月が100分の122.5月、12月が100分の

137.5月の合計100分の260月の支給を、平成31年度から６月、12月支給分に均等に振り分け

る内容です。 

  これにより平成31年度からは６月、12月ともに100分の130月分の支給となります。 



－140－ 

  同様に再任用職員の期末手当率につきましても、平成31年度から現行６月が100分の65月、

12月が100分の80月の合計100分の145月を、平成31年度から６月、12月支給分に均等に振り

分け、６月、12月ともに100分の72.5月分の支給となります。 

  次に第15条の８の勤勉手当についてですが、先ほど第１条において平成30年人事院勧告と

して100分の５月増としたものを、平成31年度勤勉手当の６月、12月支給分に均等に振り分

ける内容です。 

  これにより、６月の100分の90月及び12月の100分の95月が６月、12月とも100分の92.5月

へ改正となります。 

  同様に再任用職員の勤勉手当率につきましても、100分の５月増としたものを、平成31年

度勤勉手当の６月、12月支給分に均等に振り分けます。 

  これにより、６月の100分の42.5月及び12月の100分の47.5月が、６月、12月とも100分の

45月へ改正となります。 

  以上、第２条については平成31年４月１日から施行を予定しております。 

  お手数ですが、改正文９ページの附則をごらんください。 

  附則１につきましては、この条例は交付の日から施行、第２条改正後の条例は平成31年４

月１日から施行とします。 

  附則２につきましては、第１条の改正後の条例は、平成30年４月１日からさかのぼり適用

します。 

  附則３についてですが、条例改正前に支給済みの給料及び手当は、今回改正する条例の規

定による支払いの内払いとし、差額のみ追加支給する内容であります。 

  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。 

（「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62号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

を採決します。 
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  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第３ 発議第６号 東伊豆町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する 

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３ 発議第６号 東伊豆町議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  ６番、内山議員。 

（６番 内山愼一君登壇） 

○６番（内山愼一君） それでは説明いたします。 

  発議第６号 東伊豆町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例について。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の２項の規定により提

出します。 

  平成30年12月10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、内山愼一。 

  賛成者、同議員、西塚孝男、同じく須佐 衛、同じく藤井廣明、同じく森田禮治、同じく

山田直志。 

  提案の理由については、先ほどありました、職員と同じように、人事院勧告に伴う一般職

の期末勤勉手当の支給率の引き上げに準じた、議員の期末手当の支給率の改定に伴う、条例

の整備を図るためです。 

  詳細については、次のページにありますけれども、先ほど第62号で可決されました東伊豆

町職員の給与に関する条例の一部の改正の中の期末勤勉手当の支給率の引き上げに準じ、議

員の期末手当についても、同様に支給率の引き上げを行うため、条例の一部を改正するもの

です。 
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  議員については、議員報酬等についてありません。改正の内容については、期末手当とし

て100分の５カ月の引き上げを行うため、第４条第２項各号列記以外の部分中「100分の180」

を「100分の185」に改めます。 

  附則１につきましては、この条例は、公布の日から施行し、平成30年４月１日にさかのぼ

って適用いたします。 

  附則２につきましては、条例改正前に支給済みの給与及び手当は今回改正する条例の規定

による支払いの内払いとして、差額のみ追加支給する内容であります。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

  よろしく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。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、提案理由がありましたんですけれども、この人事院が行う給料

やボーナスの金額に対する勧告はあくまでも職員が対象であります。 

  議員は自己判断で決めるものでございます。 

  引き上げを見送るまちが多い中で、なぜ東伊豆町の町議会は引き上げるのかをお尋ね申し

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） これは、毎年、職員の人事院の勧告で職員ともども官民較差があると

いうことで、議員についても引き上げなさいという勧告があったわけですね。 

  それを今、鈴木議員が言うように、一部のところで期末手当を上げないというところがあ

りますけれども、私どもの町では以前からほかの町村より議員報酬も低い状態、そういうこ

とがありまして、若干のものですけれども、引き上げさせていただけるような格好になって

おります。 

  そういうことでよろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） 12番、いいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） はい。 

○議長（飯田桂司君） ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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  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、私は反対討論をさせていただきたいと思います。 

  今、東伊豆町の町議会では議会改革が取り進んでいるわけでございます。 

  開かれた議会を目指しているというのが、私たちの一つの目的の中にございます。 

  慣例からいたしますと、全協で採決された議案は議場では質疑、討論をしないというのが、

今までの慣例のような形になっておりますけれども、このような慣例を議会改革という中で

私は打開していって、改めていきたいなという気持ちがございます。 

  どのようなそういう全員協議会で話し合いが行われたかが大事でもありますし、また、ど

のような採決が求められたのかも、私は町民の皆様方にお知らせをする義務があるんじゃな

いかなと私は思っております。 

  据え置きを提案する議員も多くいましたし、町民に便乗値上げではないのかという疑念を

抱かれるのではないかという声もあり、私はこの条例には反対をさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（飯田桂司君） 次に、本案に賛成の発言を許します。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） 私は、今回、公務員の給与の改定に準じて議員のほうも上げてはど

うかというこのような勧告に関しては、素直に受け入れるべきであるというふうに感じまし

た。 

  というのは、我が町は現在議員報酬は２割削減している状態にあるわけです。 

  県下でも、最下位の状態にあります。その中で、やはり、これは多少とも較差を是正する

に資するのではないかということで、まことに微々たる100分の180から185ですから、わず

かなものでございますけれども、それでも、若干なりとも、これは差を縮めたほうがいいの

ではないかと。若い人も出やすくなるのかなと思いましたけれども、余りにも低い値上げの

額で、こればかり上げても仕方がないよというふうな、反対で賛成しなかった方もいますけ

れども、私は逆に素直にここは、勧告に従ったほうがいいというふうに判断いたしまして、

私は賛成しております。 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） これで討論を終結します。 
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  これより、発議第６号 東伊豆町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例についてを採決します。 

  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。 

（「議長、動議」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 動議の内容の説明の前に、資料の配付の許可をお願いしたいと思い

ますけれども。 

○議長（飯田桂司君） 資料配付について、許可します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４７分 

 

再開 午前１１時５０分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開します。 

  それでは、動議の内容について説明をお願いします。 

  12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） それではただいまより動議の内容説明をいたします。 

  ６月に設置されました議会改革調査特別委員会においては、11月までに７回の委員会の開

催がされました。先進地の視察も行われましたが、議会改革の一つでもある定数削減の議論

は一度も話し合いが行われていません。 

  今のままでは平成26年12月10日に決定されました、改選前だから時間がないと同じように、

身を切る改革には何も触れないで先送りする。このような状態でよいのかと思いまして、私

は提案をさせてもらいました。 

  町民からも、議員の資質が問われたり、定数が多いのではないか、きちっと機能している

かの声も多く聞かれます。議会や議員に対して町民の目線が厳しくなっております。 
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  少子高齢化や地域経済の衰退より、人口減少が著しく生じております。 

  町は税収減で財政も厳しい折でございます。議会としても、議会費節減に努力しなければ

なりません。 

  議員定数を決めるに当たり、各市町村においても、いろいろな意見はございます。全て正

しい意見であります。 

  定数を決めるのは現職の議員であります。東伊豆町においては、１人の議員の年間報酬は

ボーナスを含めると約265万3,000円になります。定数が削減されたときは、当局側と話し合

い、減額した金額を町民のために有効活用されるように基金として積み立てることも提案で

きます。 

  削減の判断の決め手は身を切る覚悟であります。議員定数の検証をしなければならないと

きが来ましたので、議員定数削減特別委員会の設置を求めるものであります。 

 

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

 

◎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12番、鈴木議員から説明のありました動議に

ついて、賛成者の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 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。 

  この動議を日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題とする

ことについて、採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  この動議を日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題とする

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（飯田桂司君） 起立少数です。 

  したがって、この動議を日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ち

に議題とすることは否決されました。 

  この際、午後１時まで休憩します。 
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休憩 午前１１時５５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。 

  総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） 先ほど議決をいただきました議案第62号におきまして、添付資料

に一部不足がございましたので、まことに申しわけございませんが、差しかえをお願いいた

します。 

○議長（飯田桂司君） では午前に引き続き会議を開きます。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第６３号 賀茂地域の広域連携に係る連携協約の変更について 

○議長（飯田桂司君） 日程第４ 議案第63号 賀茂地域の広域連携に係る連携協約の変更に

ついてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第63号 賀茂地域の広域連携に係る連携

協約の変更について提案理由を申し上げます。 

  平成28年１月29日付で、賀茂５市町との間でそれぞれ締結した賀茂地域の広域連携に係る

連携協約について、新たに連携して事務を処理する内容として、教育の分野に幼児教育アド

バイザーの共同設置に関する事務を追加するものでございます。 

  詳細につきましては教育委員会事務局長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） ただいま、提案されました、議案第63号 賀茂地域の

広域連携に係る連携協約の変更について御説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、議案第63号を１枚おめくりください。 



－147－ 

  資料ですけれども、まず、１の幼児養育アドバイザーについてですが、幼児教育アドバイ

ザーは、幼児教育と小学校教育を円滑に接続させ、幼児、児童、子供たちの健やかな成長に

寄与し、幼児教育施設と小学校との連携を推進するため設置するもので、幼児教育の専門的

知見や豊富な実践経験を有する人材のことをいいます。 

  期待する効果といたしましては、幼児教育施設の職員の疑問や不安の解消、幼児教育施設

間、幼児教育施設と小学校間の連携の促進、保護者も含めた地域全体での幼児教育への理解

の促進などで、こうした取り組みを通して提供される幼児教育の水準が向上し、小学校教育

に適応しやすくなることが見込めます。 

  ２の共同設置に至った経緯ですが、平成29年度から静岡県教育委員会が賀茂地域教育振興

の重点取り組みとして実施してきた事業でした。この幼児教育アドバイザーに係る国庫補助

事業が平成30年度で終了するため、賀茂地域教育連携会議において今後の検討がなされ、平

成31年度からは下田市を含む１市５町にて共同設置する方針で意見が一致しました。 

  次に、３について、幼児教育アドバイザーの執務場所ですが、下田市にございます下田総

合庁舎とし、アドバイザーの担当する事務に関する庶務は、幹事町となる東伊豆町の教育委

員会が処理することで協議がなされてきました。 

  また、幼児教育アドバイザーの選任については、関係市町で協議して定める候補者につい

て幹事町の教育委員会が選任することとなります。 

  もう１枚おめくりください。 

活動時間は現在のところ１市５町合計で週19時間とし、経費については均等割り、幼児教

育施設や学校の数、園児数により割合を定め負担することとしておりまして、経費の内訳と

しては人件費、通勤手当、旅費、電話代などとなります。下の表は経費の案となってござい

ます。 

  これらを広域連携で事務処理するため、地方自治法第252条の２（連携協約）の規定に基

づき、平成28年１月29日、東伊豆町と賀茂５市町との間でそれぞれ締結した賀茂地域の広域

連携に係る連携協約の教育の分野に、幼児教育アドバイザーの設置に関する事務を追加する

ものでございます。 

  議会の議決を求めるものでございますのでお願いいたします。 

  改正文につきましては、もう２枚めくっていただきますと、新旧対照表がございまして、

右の「新」の下線の部分ですね、「幼児教育アドバイザーの設置に関する事務を行う」とい

うものを追加するものでございます。 
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  以上、簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。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。 

（「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63号 賀茂地域の広域連携に係る連携協約の変更についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第６４号 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西

伊豆町における幼児教育アドバイザーの共同設置につ

いて 

◎日程第６ 議案第６５号 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西

伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置事業特別会計条

例の制定について 

○議長（飯田桂司君） 日程第５ 議案第64号 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎

町及び西伊豆町における幼児教育アドバイザーの共同設置について、日程第６ 議案第65号 

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置

事業特別会計条例の制定についてを一括議題とします。 

  町長からの順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま一括上程されました議案第64号、議案第65号、順次提案理由

を申し上げます。 
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  議案第64号 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町における幼児教

育アドバイザーの共同設置について、先ほど御審議いただいた賀茂地域の連携協約の変更に

て、幼児教育アドバイザーの設置に関する事務を追加させていただいたところであります。 

  平成31年４月１日から下田市及び賀茂５町により、教育の分野における幼児教育アドバイ

ザーを共同設置することになるため、規約の整備を図るものであります。 

  続きまして、議案第65号、ただいま申し上げた幼児教育アドバイザー共同設置についてで

すが、規約にありましたとおり当町が幹事町となり会計を受け持つことになりますので、特

別会計の条例を制定したいため、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教育委員会事務局長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

  以上、一括上程されました２件の議案の提案理由とさせていただきます。 

○議長（飯田桂司君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） ただいま、一括上程されました、議案第64号 下田市、

東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町における幼児教育アドバイザーの共同設

置について、議案第65号 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町幼児

教育アドバイザー共同設置事業特別会計条例の制定について、一括して御説明させていただ

きます。 

  先ほど御審議いただいた連携協約の変更にて、幼児教育アドバイザーの設置に関する事務

を追加させていただいたところですが、幼児教育アドバイザーを共同設置するに当たりまし

ては、地方自治法第252条の２の２にて規約を定め、同第３項にて議会の議決を得ることと

なっております。 

  議案第64号をおめくりいただきますと、規約の案をおつけしてございますが、第１条から、

共同設置する市町、第２条が名称、第３条がアドバイザーの執務場所と幹事市町を定めてお

ります。この第３条の中で、東伊豆町が幹事町となり事務を処理することがうたわれており

ます。また、第６条においては、アドバイザーに関する幹事市町の予算はこれを特別会計と

することにしております。そのほか、アドバイザーの設置に必要な事項を定める規約となっ

ており、平成31年４月１日から施行するものです。 

  続きまして、議案第65号につきましては、ただいまごらんいただいた規約の第６条におい

て、会計は特別会計とすることとしておりますので、幹事町となる当町に特別会計を置き、

特別会計条例を制定するため、議会の議決を求めるものでございます。条例案の御説明につ
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きましては、朗読させていただきます。 

  東伊豆町条例第 号。 

平成 年月日。 

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町幼児教育アドバイザー共同設

置事業特別会計条例。 

  （設置） 

  第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第209条第２項の規定により、下田市、東伊

豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置事業の円滑な

運営及び経理の適正を図る特別会計を設置する。 

  （歳入及び歳出） 

  第２条 この会計においては、負担金及び附属諸収入をもってその歳入とし、幼児教育ア

ドバイザー共同設置事業に係る経費その他の諸支出をもってその歳出とする。 

  附則。 

 この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

  以上、条例につきまして御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） これより議案第64号及び議案第65号の一括質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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64号 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町にお

ける幼児教育アドバイザーの共同設置についての討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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64号 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町にお

ける幼児教育アドバイザーの共同設置についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第65号 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町幼児教
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育アドバイザー共同設置事業特別会計条例の制定についての討論に入ります。討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（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65号 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町幼児

教育アドバイザー共同設置事業特別会計条例の制定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第６６号 平成３０年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第７ 議案第６６号 平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第

８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66号 平成30年度東伊豆町一般会計

補正予算（第８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１億3,671万9,000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を53億9,323万4,000円とするものでございます。 

  歳入の主な内容ですが、歳出と関連しております、小中学校・幼稚園への空調設備整備及

びブロック塀改修のための国庫補助金と町債の増額。また、障害者福祉関係の国県支出金を

増額しております。 

  そのほかには、アスド会館の売却に伴う土地建物売り払い収入の増額や、実績に基づき入

湯税の減額などを計上しております。 

  次に歳出の主な内容ですが、歳入と同じく、学校関係の空調設備整備及びブロック塀改修

経費の増額や、障害者福祉費における自立支援給付費の不足分を増額しております。 

  また、風力発電事業特別会計の財源不足を補塡するための繰出金の増額や、若者定住促進
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住宅取得補助金及び商工会補助金の増額などを計上しております。 

  必要な財源配分を行った後、財政調整基金からの繰入措置をさせていただきましたので、

御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました、議案第66号、平成30年度東伊豆町一般

会計補正予算（第８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８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１億3,671万9,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億9,323万4,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  地方債の補正。 

  第２条、地方債の追加、廃止及び変更は、「第２表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、８ページ、９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。 

  １款町税、５項１目入湯税、補正前の金額から1,500万円を減額し、１億1,250万1,000円

といたします。 

  １節現年課税分、細節１現年課税分1,500万円の減は、入湯客数の減少に伴う減であり、

本年度の見込みを75万人とさせていただきます。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の金額に1,325万2,000

円を追加し、２億8,150万6,000円といたします。 

  １節社会福祉費負担金、細節２障害者自立支援給付費負担金1,277万円の増は、サービス

利用者増加により歳出を増額しておりますが、これに対する負担割合２分の１の国庫負担金

を増額するものであります。 

  ２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金、補正前の金額に2,478万1,000円を追加し、

2,492万円といたします。 

  ２節ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金、細節１ブロック塀・冷房設備対応臨時特
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例交付金2,476万9,000円の増は、国の補正予算（第１号）における当該交付金の内示に基づ

き増額するものであります。 

  10ページ、11ページをごらん願います。 

  ６目土木費国庫補助金、補正前の金額から1,087万6,000円を減額し、2,718万4,000円とい

たします。 

  １節道路橋りょう費補助金、細節１社会資本整備総合交付金1,087万6,000円の減は、交付

決定に基づく減額措置であります。 

  15款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、補正前の金額に662万6,000円を追加

し、２億273万6,000円といたします。 

  １節社会福祉費負担金、細節３障害者自立支援給付費負担金638万5000円の増は、先ほど

の国庫支出金と同じく、実績に基づく増額措置であります。 

  ２項県補助金、４目農林水産業費県補助金、補正前の金額から252万円を減額し、3,900万

5,000円といたします。 

  ３節林業費補助金、細節１県単独林道整備事業補助金252万円の減は、補助事業不採択に

よる減額措置であります。 

  ６目消防費県補助金、補正前の金額から214万9,000円を減額し、1,438万5,000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214万9,000円の減は、白田漁

港津波対策測量設計業務委託のうち、実施設計を次年度へ先送りするため、減額するもので

あります。 

  ３項委託金、１目総務費委託金、補正前の金額に251万6,000円を追加し、3,140万円とい

たします。 

  ４節選挙費委託金、細節１静岡県議会議員選挙費委託金251万6,000円の増につきましては、

当該選挙に係る本年度事業費に対する委託金の増額措置であります。 

  12ページ、13ページをごらん願います。 

  16款財産収入、２項財産売払収入、２目不動産売払収入、補正前の金額に1,000万円を追

加し、1,257万8,000円といたします。 

  ２節土地建物売払収入、細節１土地建物売払収入1,000万円の増は、アスド会館売却に伴

う増額措置であります。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、１目育英奨学基金繰入金、補正前の金額から302万円を減
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額し、144万円といたします。 

  １節育英奨学基金繰入金、細節１育英奨学基金繰入金302万円の減は、本年度の貸付者確

定に伴う減額であります。 

  ２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に4,320万1,000円を追加し、３億2,103万円とい

たします。 

  １節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金4,320万1,000円の増は、今回の補正

における歳入歳出予算調整後の不足額を補塡措置いたした内容でございます。なお、補正後

の財政調整基金残高見込みは、約５億8,500万円でございます。 

  ３目ふるさと納税基金繰入金、補正前の金額から273万6,000円を減額し、9,444万3,000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273万6,000円の減は、特別

交付税算定への振替等による調整減であります。 

  20款諸収入、４項２目雑入、補正前の金額に257万円を追加し、6,460万4,000円といたし

ます。 

  14ページ、15ページをごらん願います。 

  ９節雑入、細節39物件補償費192万7,000円の増につきましては、稲取地区一般農道整備事

業における立竹木移設に係る増額であります。 

  21款１項町債、２目土木債、補正前の金額から550万円を減額し、5,220万円といたします。 

  １節土木債、細節２入谷天城１号線整備事業250万円の減、細節６湯ノ沢草崎線（大川桟

道橋）橋梁補修事業170万円の減、細節９熱川穴切線（権現橋）橋梁補修事業140万円の減に

つきましては、国庫支出金と同じく、交付決定に基づく減額措置であります。 

  ６目教育債、補正前の金額に7,380万円を追加し、7,380万円といたします。 

  １節小学校債、細節１稲取小学校空調設備整備事業1,660万円の増、細節２熱川小学校空

調設備整備事業1,150万円の増、細節３稲取小学校ブロック塀改修事業530万円の増、２節中

学校債、細節１稲取中学校空調設備整備事業1,370万円の増、細節２熱川中学校空調設備整

備事業860万円の増、５節幼稚園債、細節１稲取幼稚園空調設備整備事業850万円の増、細節

２熱川幼稚園空調設備整備事業960万円の増につきましては、それぞれ、財政支援の有利な

補正予算債を活用し、小中学校・幼稚園の空調設備設置及びブロック塀の改修を行うため増

額するものであります。 

  次に３、歳出について御説明いたします。 
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  今回の補正予算における人件費事業につきましては、人事院勧告に基づく増額や、人事異

動の調整、時間外手当の不足分の増額などをさせていただいておりますので、御理解をお願

いいたします。 

  18ページ、19ページをごらん願います。 

  ２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費、補正前の金額に234万2,000円追加し、

7,168万円といたします。 

  事業コード１庁舎維持管理事業、11節需用費、細節４光熱水費162万円の増は、電気料金

値上げによる不足見込み額の増額であります。 

  ９目企画費、補正前の金額に1,105万3,000円を追加し、6,732万7,000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180万円の増は、申請件数の増加により増額するものであります。 

  事業コード７空き家利活用拠点づくり事業、15節工事請負費、細節１旧東海汽船事務所改

修工事118万8,000円の増は、電気設備、消防設備及び内装改修のための増額措置であります。 

  事業コード12風力発電事業特別会計支援事業 

  20ページ、21ページをごらん願います。 

  28節繰出金、細節１風力発電事業特別会計繰出金790万7,000円の増は、落雷の影響による

設備故障に伴う売電収入の減少及び修繕料の不足額を補塡するため増額するものであります。 

  10目自治振興費、補正前の金額に262万3,000円を追加し、4,006万4,000円といたします。 

  事業コード５安全で安心なまちづくり推進事業。 

  11節需用費、細節５修繕料249万円の増は、防犯灯の修繕箇所増加に伴う増額措置であり

ます。 

  16目財産購入費、補正前の金額から231万円を減額し、365万円といたします。 

  事業コード２伊豆縦貫道建設発生土受入用地購入事業、17節公有財産購入費、細節１用地

取得費231万円の減は、事業保留により減額するものであります。 

  26ページ、27ページをごらん願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者福祉費、補正前の金額に2,997万6,000円を追加

し、３億3,781万9,000円といたします。 

  事業コード１障害者児自立支援給付事業、20節扶助費、細節２自立支援給付費2,830万

6,000円の増は、歳入と同じく、本年度実績に基づく増額措置であります。 

  ９目介護予防事業費、補正前の金額から514万5,000円を減額し、832万3,000円といたしま
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す。 

  事業コード１介護予防拠点施設維持管理事業、７節賃金、細節１雇人料110万6,000円の減

は、臨時職員１名退職に伴う不用額の減額であります。 

  11節需用費、細節６燃料費100万円の減は、アスド会館プール閉鎖に伴う不用額の減額で

あります。 

  事業コード２健康増進事業、28ページ、29ページをごらん願います。 

  ７節賃金、細節１雇人料283万3,000円の減は、臨時職員１名減による不用額の減額であり

ます。 

  34ページ、35ページをごらん願います。 

  ５款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費、補正前の金額に442万1,000円を追加し、

1,162万円といたします。 

  事業コード２優良景観樹木保全事業、13節委託料、細節１松くい虫等防除事業委託料139

万6,000円の増は、被害の拡大に伴い駆除処理費用を増額措置するものであります。 

  細節２立竹木移設業務委託料296万2,000円の増は、稲取地区一般農道整備地内の大島桜移

設のための増額措置であります。 

  ２目林道整備費、補正前の金額から630万円を減額し、33万9,000円といたします。 

  事業コード１林道維持管理事業、15節工事請負費、細節１林道専用道大川石神線舗装工事

630万円の減は、県の補助不採択により事業を先送りするため減額するものであります。 

  36ページ、37ページをごらん願います。 

  ３項水産業費、４目漁港建設費、補正前の金額から430万9,000円を減額し、3,942万5,000

円といたします。 

  事業コード１漁港整備事業、13節委託料、細節１白田漁港津波対策測量設計業務委託料

430万9,000円の減は、実施設計の次年度先送りに伴う減額措置であります。 

  ６款１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額に150万円を追加し、3,920万5,000円と

いたします。 

  38ページ、39ページをごらん願います。 

  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150万円の

増は、商工会と地域おこし協力隊との共催で、３月開催予定の雛フェス2019を支援するため

の増額措置であります。 

  40ページ、41ページをごらん願います。 
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  ７款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費、補正前の金額から1,340万8,000

円を減額し、１億811万9,000円といたします。 

  事業コード１道路新設改良事業、13節委託料、細節１橋梁補修設計業務委託料782万円の

減、15節工事請負費、細節２入谷天城１号線改良工事500万円の減、22節補償補填及び賠償

金、細節１物件移転補償費100万円の減は、全て国の社会資本整備総合交付金の交付決定に

基づく減額措置であります。 

  ８款1項消防費、２目非常備消防費、補正前の金額に166万7,000円を追加し、4,271万

5,000円といたします。 

  事業コード１非常備消防事務事業、１節報酬、細節４出動報酬、102万6,000円の増は、本

年度の出動回数増加に伴い不足見込み額を増額するものであります。 

  42ページ、43ページをごらん願います。 

  ９款教育費、２項小学校費、３目学校建設費、補正前の金額に4,621万6,000円を追加し、

4,807万2,000円といたします。 

  44ページ、45ページをごらん願います。 

  事業コード２稲取小学校空調設備整備事業、13節委託料、細節１空調設置工事監理業務委

託料109万1,000円の増、15節工事請負費、細節１空調設置工事2,181万6,000円の増、事業コ

ード３熱川小学校空調設備整備事業、15節工事請負費、細節１空調設置工事1,458万円の増、

事業コード４稲取小学校ブロック塀改修事業、15節工事請負費、細節１ブロック塀改修工事

800万円の増につきましては、両小学校への空調設備設置及びブロック塀改修に係る経費の

増額措置であります。 

  ３項中学校費、３目学校建設費、補正前の金額に2,835万1,000円を追加し、2,955万6,000

円といたします。 

  46ページ、47ページをごらん願います。 

  事業コード２稲取中学校空調設備整備事業、15節工事請負費、細節１空調設置工事1,587

万6,000円の増。 

  事業コード３熱川中学校空調設備整備事業、15節工事請負費、細節１空調設置工事1,112

万4,000円の増につきましても、両中学校への空調設備設置に係る経費の増額措置でありま

す。 

  ４項幼稚園費、２目幼稚園建設費、補正前の金額に2,438万1,000円を追加し、2,564万

2,000円といたします。 
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  事業コード２稲取幼稚園空調設備整備事業、15節工事請負費、細節１空調設置工事1,134

万円の増。 

  事業コード３熱川幼稚園空調設備整備事業、15節工事請負費、細節１空調設置工事1,188

万円の増につきましても、両幼稚園への空調設備設置に係る経費の増額措置であります。 

  50ページ、51ページをごらん願います。 

  ７項２目育英奨学費、補正前の金額から302万円を減額し、147万6,000円といたします。 

  事業コード１育英奨学金貸付事業、21節貸付金、細節１育英奨学金貸付金302万円の減は、

歳入と同様、本年度の貸付者が確定したことによる減額措置であります。 

  11款１項公債費、２目利子、補正前の金額から271万5,000円を減額し、4,288万5,000円と

いたします。 

  事業コード１起債利子償還事業、23節償還金利子及び割引料、細節１公債利子271万5,000

円の減は、10年利率見直しにより利率が大幅に減少したことによる減額措置であります。 

  恐れ入りますが、４ページ、５ページへお戻りください。 

  第２表地方債の補正でありますが、追加、廃止及び変更後の限度額等を記載してございま

す。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでありますので、御確認願います。 

  ６ページ、７ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額52億5,651万5,000円に１億3,671万9,000円を追加いたしま

して、53億9,323万4,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額52億5,651万5,000円に１億3,671万9,000円を追加いたしまし

て、53億9,323万4,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が3,230万6,000円の増、地方債が

6,830万円の増、その他財源が314万3,000円の減、一般財源を3,925万6,000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。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） たくさん聞きたいんですけれども、まず15ページの物件補償費のも

うちょっと詳しい内訳をお聞かせいただきたいというのが、まず１点目でございます。 
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  ２点目に19ページに風力発電への特別支援ということがございます。この問題では本当に

９月に故障してから今までその状況が、ある面、私たちは放置されてきたんじゃないかなと

いうふうに思っておりますが、この理由と、本当に故障していたのか、町民の皆さんからは

実は稼働しているんじゃないかと、こういう声もございます。それを何らかやっぱり説明で

きる資料なりをお出しいただきたいというのが、２つ目でございます。 

  ３つ目に、21ページの伊豆縦貫道の発生残土の関係ですけれども、町長は、私がこの間聞

いた関係では、これはもうなくなったみたいな話もされたんですけれども、今、総務課長は

保留だというふうに言われました。これはどちらが正しいのか、現状はどういう状況になっ

ているのかということを再度、正確に御説明いただきたいと思っております。 

  次に、37ページなんですけれども、白田漁港の津波対策等の測量及び設計業務の先送りと

いうことでありまして、財源的な問題もあるというふうには思うんですけれども、ただ、現

状でも台風によって白田港内に石が入り、２そうぐらいしかないんだけれども、実際、船の

出入りについては支障が生じているという現状があろうかと思うんだけれども、この辺の問

題はどのようにお考えでしょうか。先送り自体について、お考えをいただきたいと思います。 

  次に、39ページですけれども、商工会の補助金で雛フェスへの支持だと、支援ということ

でございました。私どもも要望書もいただきましたし、２回ほど説明も受けたという状況は

あります。ただ、町長、実際の要望書も見て、企画はいいんですよ、企画は若い人たちがそ

れぞれ、それぞれの考えの中でやる。ただ、私はお金の問題、要望してくるお金のいろいろ、

添付されている資料を見て、町長はどうお考えになったのかなと、あの資料を見て。やっぱ

りこの御感想はいただきたいと思います。 

  次に、41ページの道路新設改良事業の関係ですけれども、補助金の不採択や、当然、減額

もあったというふうには思うんだけれども、４本の事業において、出っ張りへっぱりもあり

ます。当然もう既に工事をしている関係で、だから工事が中止、つかなくて、工事自体をや

めたものと、工事自体の仕事量を本来100やるべきものを70％ぐらいに抑えたものと、逆に、

ここの中でいうと41万円ですけれども、仕事としては増加した部分のものもあるので、一律

にただ国の補助が減ったからということだけではちょっと説明がつかいないと思うんですね、

既にやっている事業は。 

  だから、この辺について、この４事業については、だめになったもの、事業を縮小したも

の、また、この問題についてはこういう理由で増加しているんだと、やっぱりこの説明がな

いと一括では、単純に補助金の採択が減額になったという一様では、説明がつかない問題が
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あろうかと思います。 

  最後に、教育委員会に、これはもう委員会のときも再度お願いをしたわけなんですけれど

も、今回、国の補正予算に対応して、素早く対応するということについては、設計、専門等

に対する、専門の方がいない、そういうやっぱり事態を避けたいということでした。 

  当然、今後この設計がなされ、この補正予算において採決された場合、事業としてやっぱ

り早くに対応すると、当然、あちこちで聞かれるように、春休みに集中するということによ

って、品物の確保、また、人手の確保ということに困難も生じてしまうということがなく、

せっかく早目に対応したことについて、やっぱり早目の対応、また、集中したことで、事業

の実施ができなかったというふうなことを避けるべく努力について、どのようにお考えかお

伺いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、それでは、21ページの伊豆縦貫道発生土のこれ、基本的な考え

方、私、これは町長選のときに、すぐに選挙最中に国交省のほうから、すぐに決断してくれ

と言われました。そこで、町民をまた惑わせるので、その時点ではやらないと言いましたけ

れども、私、これはもうこの町の百年の計かなと、やらなければならないと考えております。 

  しかしながら、排水の問題、いろいろありますけれども、その排水とかまたいろんな面で、

これは回避できるようなことを考えておりました。 

  しかし、先般、担当が行ったときに、今までは国がほとんどやってくれたものを、今度は

町の負担が、例えば、調整池は今まで国がやったものを、今度は調整池は町がやると。そう

なると、もう財政的に大変負担がかかってきますもんで、そういう条件が変わってきたなら

ば、私はもう一切やる考えはありません。 

  そういう中で、総務課長が一応保留という形で言ったんではないかと考えておりますけれ

ども、一応、条件が変わらなければ、またいろんなことを、町民に不便をかけない、その排

水とかいろんな面の中でこれを解消した中で、また町民に提案していきたいと思いますけれ

ども、その条件が変わった段階、町の負担が増えた場合はこれは、私は一切やる考えがあり

ませんもんで、一応そういう答弁をしたのではないかと考えております。 

  次に、雛フェスの考え。これは私のところで、今日も大変すばらしい企画でしたもんで、

大変すばらしいと。私のところへ来たときは、一応、財源的にこれだけが最低限必要、そし

て、人件費とそういうようなものを自分たちでもできるだけやるもので、最低限の要するに

助成をお願いしたいということを言ってきましたもので、それは大変いいことだという中で、
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その人件費はもう自分たちも、なにしろ汗をかいてやりますよ、最低限のこれをお願いした

いという中では大変すばらしいことだもんで、私は一応オーケーを出したんだけれども、一

応、議会のほうから、これはクラウディングですから、そういうことを言われましたもんで、

そういうところはやっぱりある程度はやるべきじゃないかと思う。今後やったときに、やる

べきじゃないかと考えていますし、次回以降、またこういうことが来ましたら、そういう議

会から言われたことも切磋琢磨して、また本当に汗をかいた中で、この町をやっていくとな

れば、私はその最低限はやっぱり地域おこし、また、商工会青年部がこういう気持ちでやっ

ているならば、できるだけこれは応援していきたいと考えております。 

  また、今回のやっていることに関しましては、一応もう最低限のこと、そして、人件費と

かそういうことはもう自分たちもボランティア、汗をかいてやると言われましたもんで、許

可したと。大変、私もすばらしい企画ではないかと考えております。 

  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、今、14番議員の、15ページから説明させていただ

きます。 

  この物件補償費ですが、今、入谷からワイナリーに向けて県が施工しています一般農道稲

取線の物件補償費ということで、国が発行します移転の基準になる本に基づいて、歳出のほ

うで説明がありました桜の古木の大きさ、胸の高さの直径等で木の種類等で伐採補償費が決

まるんですけれども、それで決めていただいた金額が、静岡県が補償費として決めた金額は

この金額になります。御理解をお願いします。 

  それから、37ページの白田の漁港についてちょっと説明させてください。 

  14番議員がおっしゃいました堤体の外のたまりの石等の話は地元の方々からもお話は伺っ

ております。 

  今年度、伊豆半島でいち早く地区の協議会の意見が集約された白田漁港については、静岡

県も含めて早く事業に着手しようということで、予備設計と詳細設計を県の交付金でもって

補助していただいて、やろうという考えで進めてまいりましたが、静岡県及び水産庁と協議

する中で、予備設計の中でその石も含めた検討をすること、それから、それらを踏まえた実

施設計のほうへ移設していただくことによって、今度は国の補助金が乗っかるということで、

詳細設計からは10分の９の補助金で設計も工事もできるということになりましたので、期間

をちょっとずらさせていただいて、今年度は予備設計で計画をまとめて、来年度から、補助
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制度のいいもので詳細設計から入るというような形で、スケジュールをちょっと変更しまし

た。御理解ください。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 風力発電の施設の経緯について御説明させていただきます。 

  ８月に落雷がございまして、そのときには本体には何の影響もなかったものですから、ず

っと動かしておりました。 

  しかし、９月の月次点検のときに、単独運転防止装置というものに異常が見つかりました。

これにつきましては、受けるほうの東京電力が停電した場合に、うちのほうから電気を送る

と危険なものですから、それを起こさないという装置でした。 

  ですから、本体のほうは動くんですけれども、とめていたという状況です。 

  それから、２カ月以上かかったという理由なんですけれども、これにつきましては、部品

の調達に時間がかかり、それに伴って見積もりも徴取することができなかったということが

あります。 

  ここの12月議会に至るまでに、２回ほど臨時議会もございましたけれども、それに間に合

わなかったということで、我々も皆さんと同じように、風車を動かして発電したいという気

持ちが強く、じくじたる思いでありましたけれども、今までかかってしまったということを

本当に残念に思っております。 

  それから、先ほども申しましたけれども、本体のほうにはふぐあいはございませんでした

ので、点検の際に試運転を行いました。それがおおむね10日間ほど試運転をしまして、それ

によって、やはり売電もしておりましたので、56万円ほどの収入は確保しております。 

  そういうことで、この９月から12月までの間に、皆様に御理解いただくような御説明が、

丁寧な説明ができず皆様に御心配やら誤解やらを生んでしまったことについては、おわび申

し上げます。申しわけありませんでした。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） この風力に関しましては、本当、山田議員が言ったように、２回の臨

時議会がありました。そういう中で本当、対応すればよかった、今、担当課長が言いました

そのいろんな手続をやった中で、今回になったということ、本当にこれはまことに申しわけ

なかったと考えております。 

  今後はこのようなことに、なるべく喫緊の臨時議会の中に、私はある程度の簡単な見積書

でいいですから、その精査した後でもいいですから、そういう中で、もうできるだけ喫緊の
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議会にかけた中でやっていきたいと考えております。 

  そういう中で、議会の皆さんにまたいろいろと御迷惑をかけたと聞いておりますもんで、

その辺はおわび申し上げたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 建設課長。 

○建設課長（桑原建美君） 41ページの橋梁補修設計業務委託料並びに入谷天城１号線改良工

事、並びに物件移転補償費、これは山田議員から言われましたとおり、国費の内示額に合わ

せて事業費を縮小するものでありますが、登記業務委託料41万2,000円につきましては、入

谷天城１号線改良工事実施中の中で、道路勾配がきついため、擁壁工事が必要となりました。

国から今年度中に町名義に移転登記するよう指示されたことによりまして、増額措置をさせ

ていただいているものでございます。 

  なお、用地につきましては、地主さんからの無償寄付ということで、お話はついておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（飯田桂司君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 小中学校、幼稚園のエアコン改修工事につきましてで

すけれども、設計につきましては早く完了できるように、再三お願いはしてございますので、

御理解いただきたいと思います。 

  入札までの期間も、例規に沿った中で、最短になるように日程を組ませていただきまして、

工事に入ってからも工程を精査し、工程会議などで工期が最大限短縮できるように組んでい

ただくような予定を考えておりますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 質問したの、ばらばらに答え、切っちゃったから、まあ、歳入の部

分は移転の関係だということはよくわかりました。 

  町長からいただいたところでまずいきたいと思うんですけれども、じゃ、いずれにしても、

今日、町長が言われたまず縦貫道の問題ですけれども、条件、今、負担が出てきたというこ

とで、それが変わらない限り今の段階では進める条件にはないと。これは変わればまたある

かもしれないということですね。現状はそういうこと。だから、そういう意味が先ほどの総

務課長の保留という意味だというふうに理解はさせていただきます。 

  町長、２つ目の雛フェスの問題ですけれども、僕は企画の内容が悪いとかいいとか言って
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いる、ただ私自体は非常に要望書を受け取った段階で、非常に大ざっぱな要望じゃないかと。

まして、今、私どもには人件費なんかありませんし、ないですよ。大体、補助金をもらうの

に、自分たちの人件費を計上して補助金をもらうなんていうのはかつて１度もなかった。そ

んな補助金のもらい方なんて、これはやっぱり、民間団体としてそんなもらい方を町が認め

たらとんでもない話です、これは。全く民間の補助、町と民間の方々、補助する団体との関

係においても、ここはもう絶対あり得ない話だと思うんです。だから、そんなところを町長

が評価しちゃいけない、私は。 

  ただ、問題は非常に大ざっぱ。例えば発電機を５万円で借りますとか、いろんな部分、本

当は無償で借りられるところはないのかなとか、もっとやっぱり精査して、やるべき部分が

あるんじゃないのかなと。ただただ出てきたものを、はい、いいですよというんじゃ、最初

から町長がもう150万円補助するのが、お墨つきを与えているような話で、財政が昨日の一

般質問等々聞いていても、厳しい厳しいと言いながら、こういうところには厳しさじゃなく

て、やっぱりしっかりと私は対応。応援するのはいいんですよ。ただ、やっぱり余りにも大

ざっぱで丼勘定みたいな請求の仕方や補助というものは、当然改めていくのが、やっぱり私

は町として、若い人たちに対しても、ちゃんとした指導としては当然だと思うんですよ。 

  そういうことを町長にしてほしかったなというふうに私は期待しておりまして、ですから、

当然、ある程度残ったら、お返しいただくのかなというふうにも思っておりますが、そうい

う点はやっぱり厳しくも、やっぱりそういう優しくも厳しい部分は厳しくやるということが

必要ではなかったかというふうに思っておりますが、町長はどのようにお考えか。 

  次に、風力発電の問題ですけれども、非常にこれがわかりにくくて、今、課長が言ってい

るようなこと。でも、ただ、動いているとみんなもうそれは直っているのではないか、ある

程度10日間ぐらいですか、動かしたということで、本当にそれは直っているのか、まだ故障

中であるのか、ここの判断がやっぱりできないんですよ。僕らも、町民の方々から、もう直

ったね、よかったねなんていうことを、声かけられるたんびに、あれっというふうに思って

きたわけですよ。 

  これだけでは、本当に直っていないということの説明にはもっとならないんじゃないかな

と。万が一、やっぱり、事前に修繕等をされているとすればとんでもない話になるわけで、

それについていえば、もうちょっと資料を出していただいて、本当に直っていないのかどう

か、私は確認させていただく必要があるんではないかというふうに思います。 

  次に、農水課長のところがありまして、農水課長のところで、言っている意味はよくわか
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る。ただ、現実問題、白田の地元の人たちからすると、先送りされることによる不便という

のが解消しないよなという問題が残っているかなというふうに思うんですけれども、この辺

は地元の方との話し合い等はどのような形でされているか、お伺いしたいと思います。 

  建設課の41ページの道路の新設改良の点では、言っている部分と、言っている箇所のこと

が、大体私は把握ができました。 

  だから、入谷天城線だけでいった場合に、大体予定した部分を何メートルを何メートルぐ

らいにちょっと縮小したのか、その辺だけ、もしわかればそこで教えていただきたいと思い

ます。 

  最後、教育委員会のところですけれども、委員会のときでも、局長にいろいろお答えいた

だいて、そのとおりだというふうに理解しておりますので、委員会のときにはもう少し丁寧

に放課後、また、土曜日もやりますよと、一生懸命業者と調整してやりますということでご

ざいましたので、そういうことの意味だというふうに解釈しておりますので、ぜひ、かち合

うということでなく、せっかく早目に設計をし、早目にこの工事を入札することができる準

備をしたわけですから、しっかりと事業が進むような形で取り組んでいただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 雛フェスの関係、甘いじゃないかと、それでも、直接、私は商工会の

青年部が来たので説明を聞いております。それで、発電機の問題、これ、ina盆やったとき

に、やっぱり発電機がないんですよ、この辺に。それで、発電機を借りた経緯があります。 

  当然そういうことがわかっていて地元で借りたなら、これは地元で借りられるんじゃない

かと言いますけれども、ina盆を８月にやった段階でも、発電機はもう業者から借りたやつ

がありますもんで、それはいたし方がないと。やっぱりある程度精査はしております。それ

で、うちの町にないやつ、あるものはほとんど皆さん、手弁当で持ってきていますよ。 

  そういう中で、あのやつが出てきたもんで、それなりに、商工会の青年部の森田君が本当

に真摯に一生懸命やって、説明してくれました。この町を何とかしたいという中で、そうい

う補助金の関係で一応150万円と出た中で、一応、いろいろと質疑した中で、やっぱり、そ

ういうことができたということ、１つ、発電機は出たもんで、その辺は一応、そういうこと

をお聞いたので、もう事前にことしの８月にそういう事例がありましたもんで、これは、い

たし方がないかなと考えている。 
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  地元にそういう方がいるなら、当然、その発電機をina盆に貸してありますよ。しかしな

がら、そのとき貸さなかったことは、やっぱり、この中ではそういうものはないのかなとい

う中で、発電機に関しましては、一応、そういう事情があったもので、それも説明したら、

やっぱりないでしょうということでありましたもので、そういうことはいろいろ、一々聞い

ております。 

  そういう中で、あれは最低限と。確かに５万円とそういうぴったりの値段するのはおかし

いと、それはそうですよ。 

  これが例えば４万5,900円とか、そういう細かく言っていけばそれは当然そうでしょうけ

れども、やっぱり予算、見積もり予算だから、大まかな中であれが出たということは、それ

とまた、使い勝手、お金を出しますから、当然、内容を精査できますもんで、また、内容を

精査した中でもしそれが、お金が多少返してもらえるようなことも言います。内容精査はさ

せていただきたいと考えております。 

  次に、風力の関係、本当にこれ、私ももう風車は直ったと聞かれていましたもんです、そ

うではないようなことを聞いたもので、町民の方にそういう誤解を与えたことは誠に申しわ

けないかなと思いますけれども、それはまた企画のほうから説明いたさせます。 

  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） 風力発電の本体、１号機の運転については全く問題がなく動

いておりますので、制御する装置の故障でございますので、回転させればこれは通常に動く

わけです。そういうことでとめていたと、とまったのではなくて、とめていたということで

御理解いただければと思います。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 白田の漁港の件ですが、今、議員が言われる地元の方とどう

いう話かということですが、地元の規定を２つに分けさせていただきます。１つには、港を

使う漁師さん、それから、もう一つは、この津波の対策を決めるために地元の皆さんが選ん

だ地区協議会の委員さんがいます。まずはこの地区協議会の中で何度も協議をする中で、白

田浜が浸水区域にあるということで、地域の皆さんがL１津波を防ぐための防潮堤の必要性

を決めました。 

  それに伴う予備設計であり、詳細設計であり、事業に着手するんですけれども、その時点

で白田の船揚場の町道部分が間口があいているところがあるんですけれども、あそこがちょ
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うど高さがないところなんですね。そこへ防潮堤をつくるということが、今度はそこの漁港

の利用者さんの漁師さんはどういう使い勝手をするのか、どこから船を上げ下ろしするのか、

これも設計の中に入れて、今とは違うような形で船の巻き上げ機の移設も出てきますし、そ

れらを総合しながら、来年度から、今もそうなんですけれども、協議をコンサルタントと地

元と漁師さんとさせていただいていますので、御理解ください。 

○議長（飯田桂司君） 建設課長。 

○建設課長（桑原建美君） 入谷天城１号線の縮小の延長ですが、約15メートルから20メート

ルほどのものを来年度分に繰り越す予定でおります。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長の御発言のところで、縦貫道のほうはわかりましたし、雛フェ

スも町長が言われたように、よく精査されるということですから、それは期待を。 

  町長、風力の問題で言うと、別に臨時会でどうこうじゃないと思うんですよ。 

  今、こういう状況だよと、それでこういう対応をするからよと、今後ちょっと見積もりに

時間かかるよと、こういうやっぱり情報の共有だと思うんですよ、お互いが。 

  そういうことじゃなかったかな。そこのところがやっぱり、できていなかったというとこ

ろでみんなもう、９月の段階で元利償還できないという中で、一般会計から金も出して、も

う風車の問題もこれ以上ない問題で、もう壊れたらしようがないなというようなところに至

っていたのかなと。という中で、壊れたんだけれども、だからそれについて、そういうこと

がどこかしら、臨時会だけでなくて全協も何回かやっていますから、町長のほうからそうい

う報告をいただいておけば、これについての見方も、また違う感じ方はできたかもしれない。 

  だけれども、そうではなかったから、何となく、じゃ、もうやらないもんだと思って、３

カ月、４カ月たって、修理に出すということの、それだったら、もし今の課長なんかので、

回っていくということで、発電できるということであれば、じゃ、発電をそのままさせてい

てもよかったんじゃないのというふうな考えも含めて、いろんなやっぱりその間の対応につ

いて、時間がたっているのでいろんな見方ができる。実際に本当に、じゃ、とまっていたの

か、修理は本当にまだなのかということにも、非常にそこは疑念を感じてしまうという対応

になっていると思います。 

  次の農林の関係と建設課の関係はわかりましたので、そのことだけ、町長、私は今の段階

でも、故障しているのかしていないのかという問題について、本当に断定できない、理解で
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きない、はっきり言って状況です。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当にこの件に関してはとんと配慮が足りなかったため、皆さんに誤

解を与えた、これはもう十分反省した中で、これは今後はそう言っていきたいと考えており

ます。 

  そういう中で、やっぱり今回もやったように、基本的に一般財源からのこの繰り出しをな

るべく少なくしたいという中で、今、やっていることだけは御理解願いたいと思いますし、

本当に、これからはそういうような状況は、また議会の皆さんに知らしめていきたいと考え

ております。 

それとまた、今日、この後、また風力の関係があります。全協がありますもんで、そうい

う中、含めた中で、いろいろとまたやっていきたいし、また、何しろ配慮が足りなかったこ

とだけはおわび申し上げたいと思います。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、須佐議員。 

○８番（須佐 衛君） それでは、私、35ページなんですけれども、地元なもんですから、こ

れ奈良本のきぼうの館だと思うんですけれども、修繕があるようです。これはどういう状況

になっているのかということ。 

それと、松くい虫に関してなんですが、最近、その被害が拡大しているというようなこと

で、年々広がっているというのは聞いていますけれども、今、その町内の松、どういう状況

なのかということ、その辺のところをちょっと詳しくお聞きしたいと。 

○議長（飯田桂司君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今、須佐議員のおっしゃる35ページの奈良本多目的研修集会

のところの修繕費でよろしいでしょうか。 

○８番（須佐 衛君） はい。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） これは奈良本の公民館のことなんですが、ここに消防の設備

点検が入った関係で、ふぐあいがありましたので、それらの消防設備に関する修繕の予算を

計上させていただいております。 

  それから、松くい虫につきましては、夏場の最盛期に一番活発に活動しますので、毎年当

初予算では暫定の予算を上げさせていただいて、10月いっぱいを使って、町内の枯松の調査
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をいたします。 

  それらの本数に基づいて、県の単価で設計をさせていただいて、伐倒駆除という形で毎年

この時期に補正予算を上げさせていただいて、伐倒駆除はしております。 

  町内の状況ですが、公有地を名勝として優良景観を保つ松の木に対しまして、年に３回ほ

ど地上散布という形で防虫剤を５月のゴールデンウイーク前後に実施をしております。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

  10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） 26ページの介護予防事業に関してなんですけれども、これは514万

円の減額になっております。これに関しては、アスド会館にありましたプール等の燃料がな

くなったということはわかるんですけれども、そのほかの臨時職員とか、雇い人料なんかを

入れまして、それからその方の通勤手当ですか、というふうになっております。 

  これに関しては何人ぐらい減員されたのか、その辺についてお伺いしたいと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

○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、介護予防拠点施設維持管理事業の雇い人の減に

ついてお答えをさせていただきます。 

  そこに、１、介護予防拠点施設維持管理事業というふうにあるのが、今までプールの管理

等を行っていた臨時職員の分になります。これがプールがなくなったことによって２名減に

なっていますので、差額分という形で減をさせていただいております。 

  それから、健康増進事業は当初予算で臨時職員を２名分見ておりましたけれども、応募が

なかなかないという中で、１名が臨時の中でも時間で雇い上げをするような形で、教室の対

応をする職員が１名ということで、２名分あった分の１名を減額させていただいている分に

なります。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 10番、藤井議員。 

○１０番（藤井廣明君） これは、アスド会館の件はそれなりにわかります。そのことを言う

んではなくて、その際に、介護予防に関しては、これは町の重要な政策ではないかと思うん

ですよ。これに関しては後退させないと、町長は再三おっしゃっていたと思うんですよ。我

が町は高齢化率45％ぐらいに達して、非常にこういう介護に関して重要な政策になってきて
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いると思うんです。 

  町長も後退はさせないんだとおっしゃっていたんで、それなりに安心していたんですけれ

ども、事実はこうやってプールがなくなると、それに応じて人も３人減員とか、という形で

減額しているということは後退ではないかと私は思うんですよ。 

  ですから、そういう点では、やはりプール以外のところでの運動も十分、それにかわるだ

けの運動量というものを保障するとか、あるいは、別な議員からも提案されている別なプー

ルなんかを手当てするとか、民間のプールですよ、そういったところなんかも含めて、こう

いう介護拠点事業がなくなったことによってのデメリットもあると思うんで、これは、その

辺を町長はどんなふうに考えているか、ちょっと伺っていきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 内容については、後退しないということは多分、原課からちょっと説

明いたさせますが、水を使った健康、これは十分効果があったと私は認識しております。そ

ういう中で、議員の方からも何とかしてほしいという中で、議員の方もそういうところを探

していただけましたし、我々当局もそういうところがないかというのを探した中で、見当た

らなかったと。あったとしても、それはなかなか厳しいというのが今までの状況でございま

す。 

  それで、昨日の鈴木議員が一般質問でそういうところもありますよということを言われた

もんで、そこは担当と行った中で、どういう条件か、また、そこは行った中で、もしそこが

条件が合った中でお借りできれば、それはまたやっていきたいなという考えでございますも

んで、その辺は御理解願いたいと思います。 

○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） 今、後退という言葉がございましたけれども、介護予防拠

点施設維持管理事業というのはプールの施設の管理を行っているわけであって、介護予防事

業に携わっていることとは違います。 

  プールの監視業務というのは、当然、一般に開放している時間帯にプールの管理を行うと

いうのが主な業務となっております。ですから、教室等で介護予防事業を行っている職員と

は別の職員という形になりますので、御理解願いたいと思います。 

  それから、健康増進事業のほうにつきまして、プール事業、大体、１教室約30名の募集を

かけてやっておりますけれども、プールで行う事業、確かに効果的ですけれども、リスクも

伴います。ちょっと、意識を失えば、水中に没してしまうということで、溺水、そういうよ
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うな危険も含むというのがプール事業であります。その中で、大体、臨時職員２名と、それ

から講師という形をとって、１人が監視できる体制が約10名ぐらい、そういう形でプールの

事業については当たっておりました。 

  陸上となりますと、それが歩いた中で、陸上で行う場合には、そういう溺というようなリ

スクは伴わないという中でやれるということで、臨時職員の数は少なくても、今、陸上の運

動については対応できているというのが実情でございます。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありますか。 

  ２番、稲葉議員。 

○２番（稲葉義仁君） 19ページ、企画費の先ほどの風力の件、ちょっともう少しだけ確認を

させてください。 

  ９月に故障が発覚して、それから、いろいろ手続をされたかと思いますけれども、一方で、

10月24日に伊豆新聞でこの風力発電に関する記事が掲載されております。 

  その中で、記事中で先ほど課長がおっしゃられた単独運転検出装置が故障したということ

で、部品交換が必要で修繕には約200万円かかる、そして、町は現在部品を手配しており、

できるだけ早期の運転再開を図りたいと話したとございます。 

  新聞でこういう取材をもし受けられたのであれば、例えばこの段階で一言、やはりこちら

にお話をいただいてもよかったのかなというところと、そういう意味では、それがなぜここ

までおくれてしまったのか、そのあたりについて、ちょっと、御意見を伺いたいと思います。 

  もう一点、試運転を少し、10日ほどされたということですけれども、これが、それであれ

ば、何のためにどの時期にどういう形でどのぐらいやるのがというか、何のための目的でそ

ういう試運転を行ったのかという部分についても、あわせてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

  ちょっとその辺の経緯があったんで、全体的に言うと、皆さん、風車が直っているんじゃ

ないかとか、いろんな話が出てきている部分があると思いますので、ここはちょっとはっき

りと伺っておきたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員が言ったように、本当に配慮が足りなかったと。確かに伊豆

新聞がやったときに、議会の皆さんにこういう状況だと言えばよかったんです。その辺、配
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慮が足りなかったということで、今後はそのようなことがないという中で、それ辺はちょっ

と申しわけないということで謝罪をしたわけでございまして、その辺は御理解願いたい。も

う今後はそういうようなことはしない。 

  確かに、その時点で議会の皆様に現状はこうですということを言っておけば、それは稲葉

議員が言ったとおりでございますが、それができなかったもんで、本当、今回こういう状況

になったもので、それは申しわけなかったと。あとは原課に説明いたさせます。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 毎月、月次点検というものと、年間１回の年次点検というも

のがございます。その中で、月次点検と年次点検のときに、動かしてみたということになり

ます。 

  先ほど御説明させていただいていますけれども、その故障していた装置が作動していれば、

東電側に停電があった場合には行かないんですけれども、もし万が一、それが作動していな

いときに動かして、それで、向こうが停電とかとあったりとかするとまずいもんですから、

そういう事態がないときを見計らってはやっておりますけれども、本体自体はずっと動かす

ことはできて、売電もできたんですけれども、動かすことができなかったということは御理

解いただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ２番、稲葉議員。 

○２番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

  もう一点だけ、ちょっと、再確認になっちゃうんですけれども、この伊豆新聞で出ていた

この約200万円という部分については、この時点で何らかの見積もり的なものがあったのか、

それではなくて、おおむねこんなものかなということでこういう金額が出てきたのか、ちょ

っとそのあたりを教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） メーカーのほうから、おおむねこのぐらいの金額だろうとい

うような提示があったと記憶しております。 

○議長（飯田桂司君） ほかに。 

（「はい」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 藤井議員、もうできないですよ。 

  １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） すみません。同じく、やっぱり風力のことなんですけれども、担当委
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員会なので、委員会のほうでも、課長と町長がいる前でいろいろ聞かせていただきましたが、

委員会の中でも、ちょっと動かしたときはないんですかと言ったら、テストで動かしました

よということはお伺いしたんですが、10日間ほどと、あとは売電をしていたという事実につ

いては、今、初めて聞いたと思います。その場に町長もいたと思います。 

  なので、テスト内容は今、稲葉議員が聞いていただいたので、月次の点検と年次の点検、

重ねてやりましたということだったんですけれども、テスト運転日、10日間、連続運転だっ

たのか、何日だったのか、あと、時間帯ですね、何時から何時に動かしたのか、担当課長、

データがあれば教えてほしいと思います。 

  また、今、説明を２人の議員が質問をさせていただいて、十分かなとも思いましたけれど

も、もう一つ聞きたいのが、確かに制御盤の故障だということは、委員会のほうでも聞きま

した。担当課長のほうから、停電をしたとき、要はこの地区で停電をして、送電をしてしま

ったときに問題になる制御盤だということも聞いております。 

  逆に言うと、点検のときにそれを見計らってやっていましたよと言っていたんですけれど

も、停電というのは、なかなか予測はしづらいところじゃないですか。 

  その辺のリスクはどのように考えて運転をさせていたのか。また、この点検に関してです

けれども、点検は業者さんが立ち会ってやるかと思うんですけれども、その辺、急に停電に

なったときに、どのようにオペレーションをしていくつもりだったのか、ちょっとお伺いし

たいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 町長。 

○町長（太田長八君） そのときは風力の一定、金額ね、私も今日、初めて聞いて、基本的に

は、回ると自然に東電のほうに行って、それが自然にカウントされて、何かお金になるらし

い。要するに、ちょうど熱川の風車が許可しなくても太陽光が回っているために、その太陽

光が回ったやつが東電に行って、それがお金が入っているらしいですけれども、そういう状

況なもんで、もしかその10日間ですか、一応それちょっと回したもんで、それがもう東電さ

んに行って、それがカウントされてお金になったということは、すみません、私の監督不行

き届きで、当時から聞けば、今日、初めて聞きましたもんで、その辺はちょっと申しわけな

かったと考えております。 

  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） 11月10日から13日の間、それから、22日から、ちょっと手元
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になくて記憶なんですけれども、25日ぐらいの間が年次点検、それで、３日間が月次点検と

いうことで聞いております。 

  停電がないようなところを見計らってというのは判断が難しいところなんですけれども、

天変地異といいますか、落雷が予測されないということであったりとか、台風であったりと

か、そういうのがないような時期を見計らって業者がやったというふうに思っております。 

  もし突発的な停電が起きれば、その時点で点検している業者がとめるということは容易に

できますので、その辺の対応はできたものと思っております。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） 御答弁、ありがとうございます。 

  時間のほうは大体何時ぐらいだったかとか、データないですかね、今。 

  今、手元にちょっとないということだったんですけれども、11月10日から13日、22日から

25日というふうにお伺いをいただいたんですが、すみません、私、町民のほうから、11月18

日の午後３時半ごろ回っていたと複数の人間が確認しているんですけれども、課長、これだ

と今の答弁だとその期間が入っていないんですけれども、ここはどういうことでしょうか。

見間違いでしょうかね、複数の方が見ているんですけれども。御答弁、お願いしたいんです

が。 

○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、ここで御答弁するのはちょっと難しいものですから、も

う一回原課に帰って確認させていただきます。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） じゃ、もう一つ、最後だけ、すみません、教えてください。 

  これから、この補正予算が通った後、修理になると思うんですけれども、予定している修

理期間ですね、何月、いつぐらいから何日間ぐらいでやるのかだけ最後に教えてください。 

○議長（飯田桂司君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） すぐにもう、部品は調達してありますので、それで２日ぐら

いでできるというようなことを聞いております。 

○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。 
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（「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66号 平成30年度東伊豆町一般会計補正予算（第８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。 

  この際、午後２時35分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２０分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○議長（飯田桂司君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  企画課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 先ほどの笠井議員の御質問に対する答弁の中で、部品を調達

してありますのでというふうに発言いたしましたけれども、この部品につきましては特注品

になりますので、ある程度用意をしてというようなことで御理解いただければと思います。

申しわけありませんでした。 

 

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

 

◎日程第８ 議案第６７号 平成３０年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第

３号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第８ 議案第67号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

  町長からの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67号 平成30年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第３号）について提案理由を申し上げます。 



－176－ 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に344万2,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ13億8,818万4,000円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、歳入は介護保険制度改正に伴い、今年度より国から交付されるこ

ととなった保険者機能強化推進交付金の増額を、歳出では地域密着型介護予防サービスの利

用者の増に伴う、給付費の増額補正等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67号 平成30年度東伊

豆町介護保険特別会計補正予算（第３号）について、概要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３号）は次に定めるところによりま

す。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ344万2,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ13億8,818万4,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ぺ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。 

  ３款国庫支出金、２項国庫補助金、４目保険者機能強化推進交付金、補正額183万5,000円

を追加いたします。 

  １節細節１保険者機能強化推進交付金183万5,000円の増は、介護保険法の改正に伴い、国

が自立支援・重度化防止等の取り組みを支援するため、町の取り組み状況を点数化し、その

点数に基づき算出された額が交付されるものです。 

  ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の額に53万9,000円を追加し、

３億3,302万1,000円といたします。 

  １節現年度分交付金、細節１第２号被保険者介護給付費交付金53万9,000円の増は、保険

給付費の増額に伴う法定負担分（27％）の増によるものです。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 
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  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、３目地域密着型介護予防サービス給付費、

補正前の額に156万1,000円を追加し、393万円といたします。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金156

万1,000円の増は、介護予防サービスの対象となる要支援１・２の介護度の軽い方の中で、

小規模多機能型居宅介護事業所を利用する方が増えたことに伴う増額補正でございます。 

  11ページ、12ページをお開きください。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の額に135万3,000円を

追加し、4,599万4,000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135万3,000円の増は、今回の補正にお

ける歳入及び歳出予算調整のため積立金を増額するものです。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額13億8,474万2,000円に344万2,000円を

追加いたしまして、13億8,818万4,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額13億8,474万2,000円に344万2,000円を追加いたしまして、13

億8,818万4,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、特定財源の国県支出金で263万5,000円、その他で53万9,000円、

一般財源で26万8,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「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67号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３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） 
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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可決されました。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第６８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２号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第９ 議案第68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２号）を議題とします。 

  町長からの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68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歳入歳出それぞれ272万4,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を4,470万9,000円とするものであります。 

  落雷による機器の故障に伴う減収の補塡と修繕料の増額をさせていただいたものでありま

す。 

  詳細につきましては企画調整課長より説明いたさせますので、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68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２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２号）は次に定めるところによ

ります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ272万4,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,470万9,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ぺージをお開きください。 
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  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790万7,000円を追加

し、2,548万4,000円といたします。 

  １節細節１一般会計繰入金790万7,000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518万3,000円を減額し、

1,869万3,000円といたします。 

  １節細節１売電収入518万3,000円の減は、落雷による機器の故障に伴う１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272万

4,000円を増額し、2,204万3,000円といたします。 

  11節需用費、細節５修繕料の272万4,000円は、落雷によりふぐあいを生じた機器の修繕の

費用を増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1,198万5,000円に歳入歳出それぞれ272万4,000円を増額

し、補正後の歳入及び歳出予算の総額をそれぞれ4,470万9,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は一般財源で272万4,000円の増となっております。 

  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68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） 
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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可決されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 議案第６９号 平成３０年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１

号） 

○議長（飯田桂司君） 日程第10 議案第69号 平成30年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（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69号 平成30年度東伊豆町水道事業

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、予算第３条に定めた収益的支出の予定額に433万3,000円を追加し、総

額を４億2,831万4,000円とするものであります。 

  主な内容につきましては、人事院勧告による人件費の補正と賀茂地域水道事業等財務会計

システム共同化に伴うシステム構築業務委託料などであります。 

  詳細につきましては水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（飯田桂司君） 水道課長。  

○水道課長（石井尚徳君） ただいま提案されました議案第69号 平成30年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第１号）について説明させていただきます。 

  総則。 

  第１条、平成30年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よります。 

  収益的収入及び支出。 

  第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  支出、第１款水道事業費用、既決予定額４億2,398万1,000円に433万3,000円を追加し、４

億2,831万4,000円といたします。 

  第１項営業費用、既決予定額３億8,416万9,000円に427万5,000円を追加し、３億8,844万
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4,000円といたします。 

  第２項営業外費用、既決予定額3,881万1,000円に５万8,000円を追加し、3,886万9,000円

といたします。 

  議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第３条、予算第５条に定めた経費

の金額を次のように改めます。 

  第１号、職員給与費、既決予定額8,350万7,000円に42万円を追加し、8,392万7,000円とい

たします。 

  ８ページをお開きください。 

  参考資料により、主な補正内容を説明させていただきます。 

  収益的支出ですが、１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費、２２節修繕

費54万6,000円の増は、白田浄水場取水場上の沈砂池の堆積土の除去費が大雨などの影響に

より回数が増加したことなどによります。２目配水及び給水費、22節修繕費203万9,000円の

増は稲取地区の国道135号線沿い、なべや金物店さんから100メートルぐらい消防署寄りに歩

道を設置していますが、そこに使用されていない送水管が布設されていまして、その撤去費

とそのほかに漏水修繕費等で不足が見込まれるためです。 

  ５目総係費、19節委託料94万8,000円の増は、財務会計システムが平成31年４月１日から

賀茂地区の１市４町による賀茂地域水道事業等財務会計システム共同化となるため、それに

伴うシステム構築を平成30年度に行うためのシステム構築業務委託料です。 

  以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします 

○議長（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69号 平成30年度東伊豆町水道事業会計補正予算（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） 
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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可決されました。 

 

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

 

◎日程第１１ 報告第４号 平成３０年度教育委員会自己点検・評価報告書（平成

２９年度分）の提出について 

○議長（飯田桂司君） 日程第11 報告第４号 平成30年度教育委員会自己点検・評価報告書

（平成29年度分）の提出についてを議題とします。 

  報告書につきましては、事前に配付したとおりであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 目を通したところですけれども、いわゆる不登校とかいじめとかい

う問題は、一般的に学校にもある問題だと思うんですけれども、僕はそういうことがあるこ

とがいけないということじゃないと思うんですけれども、実態として、その辺の問題が出て

こない。今、登校拒否だとか引きこもりだとか、いろんな形の子も全然ゼロじゃないんでは

ないかと思うし、そういうことに対して、学校として、教師集団がどういうふうにやっぱり

取り組んできたのかということは非常に大事なことだと思うんですね。 

  その点について、当然、いじめの把握だとか、いろんなことはあろうと思うんですけれど

も、その辺についての状況はいかがなんでしょうか。 

○議長（飯田桂司君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 重要なことだと思います。御質問ありがとうございます。 

  この点検のところには、全体的な事業は書いてありますけれども、学校のそれぞれ一つ一

つの状況等までは載っていないということです。 

  いじめあるいは不登校等の全体的な生徒指導にかかわる子供たちの問題ということは、毎

月、生徒指導の調査というものを、これは県教委のほうで行っております。その中には、い

じめの具体的な件数、事例、それから、不登校の状況等も報告の内容となっています。 

  ですから、それが国のほうで、文部科学省のほうで、全国の集計をしたものが新聞等で発

表されたり、県でも静岡県の件数等も発表されております。 

  そういう実態把握等は教育委員会も毎月生徒指導の調査の中で確認をして、そして、特に

私は校長会の中で、各校長から詳細な状況については報告を受けて、どういう対応をしてい



－183－ 

るか、どのような改善があったのか、そういう調査の数だけではなくて、内容等についても

校長を通して聞いておりますし、それから、年間に生徒指導問題の各校の担当者も集まって

もらったり、それに対して相談をしていただく会がありますので、そういう中でも各校から

状況とそれから対応については報告を受けたり、協議をしております。 

  本当にいじめや不登校というのは、もちろんゼロでありませんし、心配な状況も各学校そ

れぞれにあります。ただ、いじめについては、非常に重大な問題が起きた場合には、町のい

じめ対策等の相談をする会議をもって対応しなければいけないというところですが、現段階

では、そこまで大きないじめの問題には発展しておりませんので、学校の中で指導していた

だいて、おおむね解決をしたというところがほとんどでございます。 

  そのような状況で、細かく生徒指導の問題のことは、いろいろプライバシーにかかわると

いうか、微妙な問題もありますので、余り詳細に外に皆さんに向かってこれこれの件数、今

月は何件何件とかということは出しておりませんけれども、本当に御心配いただいていると

おり、学校としても、教育委員会としても、子供たちのために本当に配慮して、それから、

本当に細かい点まで先生方と進めていくということで、力を合わせて取り組んでおります。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありますか。 

（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。 

  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第１２ 常任委員会所管事務調査の報告について 

○議長（飯田桂司君） 日程第12 常任委員会所管事務調査の報告についてを議題とします。 

  本件について、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  ３番、栗原議員。 

（３番 栗原京子君登壇） 

○３番（栗原京子君） それでは、閉会中の所管事務調査について、朗読をもって報告とさせ

ていただきます。 

  平成30年12月11日提出。 

  東伊豆町議会議長、飯田桂司様。 
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  文教厚生常任委員会委員長、栗原京子。 

  文教厚生常任委員会報告書。 

  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77条の規定

により報告します。 

  １枚おめくりください。 

  １、調査事件。 

  小中一貫教育について。 

  ２、調査の経過。 

  これ、会議の回数等については割愛させていただきまして、そのまま２ページをお開きく

ださい。 

  ３、調査の結果または概要（意見）。 

  （１）小中一貫教育についての説明。 

  ア、小中一貫教育の概要。 

  これ、最後に資料がついてありますので、そこを後でごらんになっていただければと思い

ます。 

  （ア）小中一貫教育制度は、「義務教育学校」と「小中一貫型小学校・中学校」の２つの

類型に分かれている。 

  （イ）義務教育学校では施設一体型が多く、これまでの小中一貫型は施設分離型が多い。 

  （ウ）義務教育学校は１人の校長、１つの教職員組織。小中一貫型はそれぞれの学校に校

長、教職員組織の配置が基本となるが、校長を１人とすることもできる。 

  イ、小中一貫教育の成果。 

  （ア）学習指導等。 

  ａ、学習規律・生活規律の定着が進んだ。 

  ｂ、学習習慣の定着が進んだ。 

  ｃ、学習意欲が向上した。 

  ｄ、授業が理解できると答える児童生徒が増えた。 

  （イ）生徒指導等。 

  ａ、中学校への進学に不安を覚える児童が減少した。 

  ｂ、上級生が下級生の手本となろうとする意識が高まった。 

  ｃ、いわゆる「中１ギャップ」が緩和された。 
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  ｄ、下級生に、上級生に対する憧れの気持ちが強まった。 

  （ウ）教職員の協働等。 

  ａ、小中学校共通で実践する取り組みが増えた。 

  ｂ、小中学校の教職員間で協力して指導に当たる意識が高まった。 

  （エ）その他、学校運営等。 

  ａ、地域との協働関係が強化された。 

  ｂ、保護者の学校への満足度が高まった。 

  ウ、小中一貫教育の課題。 

  次の課題が上げられるが、実施していくうちに解消されている。 

  （ア）９年間の系統性に配慮した指導計画の作成・教材の開発。 

  （イ）小中の教職員間での打ち合わせ時間の確保。 

  エ、東伊豆町の小中一貫教育の経過と今後のスケジュール。 

  （ア）本年８月に東伊豆町小中一貫教育研究会設置要綱を策定。 

  （イ）本年11月に先進校視察（沼津市立静浦小中一貫学校）。 

  （ウ）今後は年五、六回の会議を行う。 

  （エ）会議には適宜アドバイザーとして千葉大教授・天笠 茂氏が参加。 

  （２）委員の意見 

  ア、小中一貫校開校に向かい、検討事項は多岐にわたりたくさんあると思うが、子供たち

の人数が減り続けている現状を鑑み、検討期間を早める必要もあるのではないか。 

  イ、現段階では稲取地区・熱川地区それぞれに小中一貫校の配置となっているが、先々の

ことを考えると根本的な解決になるのか疑問である。余り拙速に進めず、もっと考えるべき

では。 

  ウ、出生数が減っているため、将来的には２校では複式学級になる。２校から１校の義務

教育学校にするなど、２段階で考えては。 

  エ、町内の学校は建設から50年以上経過している。文部科学省の補助金対象にもなるため、

新しい校舎の建設も視野に入れて考えてはどうか。 

  オ、保護者説明会については、早い段階で一度設けたら、パブリックコメントを受け付け

たりしながら検討し、さまざまな内容が８割程度決まってから実施するほうが、保護者の理

解が得られるのではないか。途中の経過を説明してもわかりづらいのでは。 

  カ、義務教育型・小中一貫型どちらの制度を選択するのか。また、施設は一体型・分離型
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どちらを選択するのか、はっきりさせておく必要がある。 

  施設分離型では、小中一貫教育の成果が余り得られないのではないか。 

  以上であります。 

○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。 

  以上で常任委員会所管事務調査の報告についてを終了いたします。 

 

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

 

◎日程第１３ 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13 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 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 報告書の朗読をもって提案とさせていただきます。 

  平成30年12月11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。 

  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いたします。 

  １枚おめくりください。 

  大規模災害に備えた町の防災情報システムをどのように整備するのか。 

  １、町としての計画は。 

  ①同報無線の整備 

  ⅰ、操作卓は議決済みであり、パソコンにより入力して、合成音声にて放送するものとな

ります。 

  消防組合の情報を変換してメールへ送信する、こういうソフトの現在開発中でもあります｡ 
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  ⅱ、役場基地局、浅間山中継局、大川再送信局をスプリアス対応に切りかえる。 

  ⅲ、スピーカー（子局の更新） 

  Ⓐ新型スピーカーの導入。 

  Ⓑ70基あるスピーカーの見直し。 

  Ⓒ鉄柱の更新、受信装置・受信アンテナの更新。 

  ②戸別受信への対応、災害情報（警戒、避難）の多重化の取り組みについて。 

  ⅰ、町民所有のスマートフォンを活用する情報伝達。 

  無料アプリを町民所有のスマートフォンにダウンロードしてもらうことで、同報無線の放

送を送信する。管理統制システムの導入整備が必要となります。 

  ⅱ、自宅等のテレビを活用する情報伝達。テレビプッシュシステムと言われております。 

  警報等の災害時情報がテレビ画面に出るというものであります。 

  受信装置、ネット回線が必要となります。 

  受信装置（１万5,000円）の買い上げ、また、受信料数百円、また、回線使用料1,000前後

など町民の負担が想定されるがこれは決定額ではありません。 

  受信装置の購入には、起債・補助金が可能で、３分の１、5,000円程度の県補助も見込め

るというものであります。 

  ⅲ、既存の防災行政無線用戸別受信機。 

  端末４万円と出力が小さいため屋外アンテナの設置が必要となり、端末と工事費で、10万

円程度の工事費が必要となります。 

  ⅳ、防災ラジオ。 

  出力が小さいために屋外アンテナの設置が必要で、子局に送信装置の整備が必要となり、

また、端末も１台当たり３万円前後、500台以上の購入であれば、１万5,000円程度の費用と

なります。 

  ２、委員会としての意見。 

  ①防災情報のベースとなる同報無線は、台風による故障から緊急整備に着手している。 

  この整備は、スプリアス対応アナログ波を活用しての整備である。技術の信頼性とデジタ

ル波よりもより届きやすい特性があり、スピーカー（子局）の整備費用の軽減化が期待され

る。 

  しかし、今回、緊急を要する整備では財源対応で有利な緊急防災・減災事業債を活用でき

たが、以後の整備は緊急防災・減災事業債の活用ではなく通常の防災対策事業債となること
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から、慎重な整備が必要である。とりわけ、スピーカー、子局の整備については、全ての子

局の更新を前提とするのではなく、新規設置は防災上重要な拠点等、必要最小限にとどめな

がら、不要となる子局の撤去や老朽化した子局の更新は財政状況を勘案しながら慎重かつ段

階的に進めていく必要がある。 

  ②災害情報伝達の手段の多重化の必要性。 

  10月19日に高性能スピーカーの導入に向けた音響調査が行われた。この調査では、より遠

くまで届くことやスピーカーの足元の住宅でも騒音とならないことなどが確認できた。津波

被害想定域では緊急に整備をすることが期待される。 

  しかし、あくまで聞こえる範囲は屋外の場合であって、家の中では近くでも聞こえない状

況であった。住宅の気密性や防音性が高まっていることから室内にまで情報を届けることは

困難だと思われる。 

  こうしたことから、高性能スピーカーを導入しても情報が届くのは一定部分で屋外に限定

される情報伝達手段となる。町も町民の皆さんにも限定される伝達手段として認識した対応

が絶対に重要である。 

  災害情報伝達手段の多重化は、室内で生活している町民に確実に災害情報を届ける手段と

して、整備は不可欠な状況にある。 

  ③行政の責任で、戸別受信機等の整備を積極的に推進すべき課題。 

  「災害情報伝達手段の多重化・多様化の推進等について」（消防情第71号平成30年３月27

日消防庁防災情報室長）では、「（２）近年の災害等を踏まえ、戸別受信機がより強く求め

られる次の世帯等への積極的な整備を推進されたいこと」として 

・土砂災害警戒区域や洪水災害の恐れのある地域、住宅密集地域内の各世帯、 

・高齢者等防災情報が届きにくい方々がいる世帯 

・保育園、幼稚園、こども園、社会福祉施設や不特定多数の方々が利用するマーケット・遊

技場等の商業施設 

とされている。加えて、津波被害想定域の方には災害情報が必ず届くように取り組みを推

進すべきである。 

  これらの地域では、情報を得る手段を町民任せにせず、必ず情報が得られる状況をつくり

上げるべきである。 

  ④町の計画の開示と丁寧で確実な対応を求める。 

  町の整備計画を町民の皆さんに開示して、疑問に応え、それぞれに合った災害情報手段を
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確保していただくために啓蒙宣伝していくことが重要である。 

  スピーカーのみでは対応できなくなっていることと負担が生じる手段もあるので、導入に

際して支援なども検討され、災害犠牲者を一人も出さないという強い気持ちでこれからの整

備を推進していただきたい。 

  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。 

（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。 

  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１４ 各常任委員会の研修視察報告について 

○議長（飯田桂司君） 日程第14 各常任委員会の研修視察報告について。 

  報告書につきましてはお手元に配付したとおりであります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第１５ 議会運営委員会所掌事務調査について 

○議長（飯田桂司君） 日程第15 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、期日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） 
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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。 

 

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

 

◎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。 

  なお、本日、追加日程されませんでした議員定数削減特別委員会の設置についての発議案

件については、明日の予備日で審議します。 

  あすの議会開会は午前９時30分となりますので、御承知ください。 

  本日にはこれにて散会します。 

御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時１４分 



－191－ 

平成３０年第４回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

                   平成３０年１２月１２日（水）午前９時３０分開議 

日程第 １ 発議第 ７号 議員定数削減特別委員会の設置について 

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

出席議員（１１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 

    １２番  鈴 木   勉 君     １３番  定 居 利 子 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（１名） 

    １１番  森 田 禮 治 君 

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

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 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 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 梅 原   巧 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 

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



－192－ 

 

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11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４回定例会第３日目は成立しましたので、開会します。 

  なお、11番、森田議員より本定例会を欠席するとの届け出がありましたので、御報告しま

す。また、会計課長より本日の会議を欠席するとの届け出がありましたので、御報告します。 

  これより、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 発議第７号 議員定数削減特別委員会の設置について 

○議長（飯田桂司君） 日程第１、発議第７号 議員定数削減特別委員会の設置についてを議

題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） おはようございます。ただいまより、発議第７号を朗読をもって説

明いたします。 

  発議第７号 議員定数削減特別委員会の設置について。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第２項の規定により提

出します。 
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  平成30年12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、鈴木 勉。 

  賛成者、東伊豆町議会議員、西塚孝男、賛成者、東伊豆町議会議員、森田禮治。 

  提案理由。 

  地域経済衰退により町の財政は厳しい。議会費の削減を図るとともに少数精鋭による議会

運営を目指すべき。 

  １枚おめくりください。 

  議員定数削減特別委員会の設置について。 

  下記のとおり、議員定数削減特別委員会を設置するものとする。 

  記。 

  １、名称 議員定数削減特別委員会 

  ２、設置の根拠 地方自治法第109条第４項及び東伊豆町議会委員会条例第５条１項 

  ３、目的 現在の議員定数を検証する。 

       （１）議員定数削減について 

  ４、委員の定数 12名 

  ５、設置期間 平成31年第１回定例会までとする。なお、本特別委員会は議会の閉会中も

必要に応じ活動できるものとする。 

  ６、運営経費 ３万円 

  どうぞ、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（飯田桂司君） これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 提案者であります鈴木さんに伺いたいと思うのですけれども、あな

たは昨日の動議の提出理由で、議会改革の特別委員会で定数について削減をしないから動議

を出したというふうに発言されておりますが、どういう意味で言われたのでしょうか。確認

をさせていただきたいと思います。 

  ２つ目に、現在あなたが提案しております特別委員会は、議員定数削減の検証を行うとい

うふうに書いてありますけれども、どういう検証、取り組みを行うお考えですか。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 
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○１２番（鈴木 勉君） 今、山田議員さんが最初に質問されました議員定数につきましては、

私は昨日の説明の中では議会改革特別委員会においては、11月までに７回の委員会の開催が

され、先進地視察も行われましたが、議会改革の一つでもある議員定数の議論は一度も話し

合われておりませんという文言を使っておりますので、御了解をお願いしたいと思います。 

  それから、今この動議の質疑に対しましては、やはり東伊豆町におきましては、平成15年

に16人を12名に議員定数が削減されたわけでございます。平成26年に議会改革について協議

され、議員定数においては任期は残り５カ月足らずであり、定数を見直す協議は平成27年、

現在の議員の皆様方ですけれども、27年の選挙で当選された次期の町議会に委ねることが話

し合われております。 

  昨日も申しましたとおりに、６月に設置されました議会改革調査特別委員会においては、

定数削減の議論は一度も話し合われておりません。身を切る改革には何も触れないで、来年、

選挙を迎えようとしておるわけでございます。 

  こういう中で町民からも議員の資質が問われましたり、定数が多いのではないのかという

声も多く聞かれるようになりましたし、非常に現在におきましては町民の議会に対する目線

が厳しくなっておるところでございます。 

  平成15年から比べると、現在に至るまでに非常に人口の減少が急速に進んでおります。少

子高齢化や地域経済の衰退により、町は税収減で財政も厳しい折でございます。議会として

も議会費節減に努力をしなければならないときが来たのではないかなと私は感じております。 

  議員定数を決めるに当たり、各市町村においてもいろいろな御意見が出ております。私は、

全て削減をしない、削減をする、両者の意見は全て正しい意見ではないのかなと思っており

ます。定数を決めるのは私たち現職の議員でございます。周りからの声に反応するかしない

か、いろいろありますけれども、やはり条例改正というのは私たち現職の議員がするもので

ございます。 

  東伊豆町においては、一人の議員の年間の報酬はボーナスを含めますと265万3,000円ほど

になります。定数が削減されたときに当局側と話し合って、私はこの議員削減により生じま

した金額を、町民のために有効活用されるように基金として積み立てることも話し合ったり、

提案していくことができるのではないのかなと思っております。 

（「質疑に答えてください」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 何か言われましたか。 

○議長（飯田桂司君） いや、いいです。どうぞ進めてください。 
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○１２番（鈴木 勉君） いいですか。 

○議長（飯田桂司君） はい、どうぞ。 

○１２番（鈴木 勉君） 続けていいですか。 

○議長（飯田桂司君） はい、どうぞ。 

○１２番（鈴木 勉君） 削減の判断の決め手は、やはり身を切る覚悟でございます。議員定

数の検証をしなければならないときが来ましたので、議員定数削減特別委員会の設置を求め

るものでございます。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） 鈴木さんに申し上げますけれども、私は現在設置されております特

別委員会の委員長を務めさせていただいておりますけれども、７回の委員会の中で鈴木さん

が言われるような議員定数の削減という声があったのも、そういう声もちゃんと拝聴してい

るつもりですし、これまでの委員会の中でも、それぞれどういう取り組みが必要なのかとい

うことは、絶えず議員の皆さんに諮って運営をしてきたつもりであります。 

  とりわけ、皆さんの中からも定数削減ということで参考にしたいということで、松崎の町

議会の視察についても、これは私のほうからも提案を差し上げました。そして、皆さんのほ

うからも提案があって、区長会などからも定数の問題や議会改革について意見を聞くべきだ、

こういう意見交換会を３日も開いたばかりであります。なぜ、その委員会の中で削減が必要

だということであれば、そのとき申し出なかったのでしょうか。そのことについて、お答え

をいただきたいと思います。 

  また、鈴木さんは特別委員会を提案しているわけですから、鈴木さんの御意見ではなくて、

この検証を求めている特別委員会はどういう検証をするのか、その内容も明らかにする責任

があると思うんです。あなたの意見ではなく、設置された特別委員会では一体何をやるんで

すか、どういう検証をやるんですか。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の松崎の件につきましても、確かに私も行ってきました。しかし

ながら、その議題に上がりました定数のことについても、一切、後日においては協議されて

いる内容ではございません。確かに議会改革の特別委員会ではいろいろと話がありますけれ

ども、その中の何項目の中の一つにこの議会改革の定数削減と報酬という問題も含まれてお

りますけれども、それに割いた時間というものは、ほとんど私は皆無ではないのかなと。ゼ

ロとは言いませんけれども、非常に少ない時間の中で今まで経過してきたという形でござい
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ます。 

  それから、なぜこのような委員会を設けるのかなという、設置を要求するのかなという問

いかけがあったような気がするんですけれども、やはり今、私たちはこの議員定数というも

のを一度も減らすとか、そのままで据え置くとかという議論が一回もございません。ですか

ら、私はやはり今の議員の人たちにも、真剣にこの議員定数については議論すべきときが来

ていると思うんです。減らすか減らさないかは、またそのときの決断だろうと思うんですけ

れども、自分といたしましては、やはり定数を減じるという、そういう委員会の中での設置

のもとの中で議論をしていただくという形の中での提案でございますから、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） ですから、鈴木さんが求めているこの特別委員会は、どういう検証

をするんですか。検証の中身を聞いているんです。あなたの意見を聞いているんではないん

です。特別委員会を公に設けると、その中で議員定数の検証をすると言っているんだから、

一体何をする特別委員会なんですか。どういう検証をするんですか。具体的にお答えくださ

い。そのことに、あなたは一回も答えていないではないですか。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、私たちの今までの資料の中では非常に人口割の中で日本で非常

に下から何番目とかという数字がございますけれども、これはあくまでも一つの目安とする

数字ではございません。それぞれの置かれている市町村の状況においての数字との整合性が

そこにあらわれているわけでございまして、東伊豆町としての、この大きな東伊豆町をもと

にした数字というものは、本当に何名が必要なのか、何名が正しいのかというものは一切こ

こに検証されてきていないわけでございます。 

  ですから、東伊豆町のこの今持っています財政力、人口割それから、これから何年か先に

はこの人口がどのぐらい減るのかという、そういう形の中での議員定数というものを私たち

はしっかりと議論する。これを検証していかないという形はおかしいんじゃないかなと思っ

ております。 

  ですから何名が正しいかという形は、私はございません。しかしながら、今の私の勘定の

中でいけば、やはり２名を減じていかなければ、これから先10年、４年、４年ですから、

先々何期か先の中に、自分たちのまた定数削減というものが議論されるときがいつ来るのか

なという形が、わかりませんけれども、それまでの期間というものの長さが、長いのか短い



－197－ 

のかわかりませんけれども、現在の東伊豆町に合わせた人数というものを、やはり議員みん

なで話し合って決めるべきではないのかなと思っております。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありませんか。 

  １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） 提出者の鈴木議員にお伺いをいたします。 

  今、提案理由の中に地域経済の衰退により町の財政は厳しいということで、なので議員定

数を削減する特別委員会を設置したいということで、提案理由として伺っております。 

ここの部分でお伺いをしたいと思います。 

  まず、地域経済の衰退によって議員は身を切る改革が必要だということで、減らしていく

ということですけれども、先ほど鈴木議員の中にもありましたが、一議員当たり大体二百六、

七十万、２人、今、提案がありましたけれども、削減して年間540万でございます。 

  この金額に関してですけれども、町の１年間の予算の割合にすると、現行で0.66％しか占

めておりません。この削減において、もっとやるべきことが私はあるのではないかと思いま

す。また、特別委員会の設置に関してですけれども、議会特別委員会の中では、先ほど山田

議員がおっしゃったとおり、議員定数の削減、議員報酬についても検討というものは項目に

上がっております。７回やりましたと言っていますが、その間、鈴木 勉議員からは議員定

数に対してもっとやるべきだという声は一度もなかったと私は思っております。 

  その辺に対して、鈴木議員、もう一度、なぜこの委員会の設置についてをやるのかお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 財政力に占める数字というものが、私はどういう数字が正しいかと

いう形は、僕はないような気がします。自分もそれなりに会社も持ったり、個人経営をして

おりますけれども、一つ一つの部門でこの金額にしているからこれが正しいんだという数字

は一切経営の中ではございません。私はそういう観点の中で、この数字のあやとして議員定

数が決められるのかどうなのか、そこら辺も皆さん方には、やはり時間をかけてしっかりと

検証していただければいいのではないのかなと思っております。 

  それから、今、私のほうが特別委員会でそういう発言をしてこなかったという、これはま

た一つの委員長としての議会の運営の仕方があろうかと思います。その運営の仕方の中で進

んでいく中で、私がそれにどういう意見があるかというのは、特別、自分がその場でこの定

数削減についてを発言してこなかった、提案してこなかったという形の中での問われ方があ
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るんですけれども、これは、議会改革特別委員会のほうの委員長さんの運営の仕方の中で私

は動いているという形だけでございますから、よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

議会改革特別委員会は、12名の議員が委員となって行っております。委員長一人が進めて

いる委員会ではなく、委員全員が意見を出し合って改革をしていく、これが趣旨だと私は思

っております。ですので、鈴木議員が特別委員長の判断で動いているというのは、またそれ

は一議員として無責任な発言だと私は思います。 

  また、先ほど数字の問題云々かんぬんもありましたが、そこに関してはまた討論のほうで

お話しさせてもらいますが、先ほど説明にありましたが、平成26年、私どもが議員になる前

に議員定数の削減について話し合いが行われ、時間の問題の観点から次のときに回されたと

いうお話をお伺いしました。ただ、27年、私どもが当選をし議員になった以降、今年度まで

一度も議会改革、議員定数削減のお話は鈴木議員からも提出はされてこなかったんです。そ

こに対して、この３年間あいた時間は、あなたに平成26年にそういうことを行って時間がな

いから過ぎていきましたということを言っていましたが、当選後３年間、なぜやってこなか

ったのかお伺いしたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 今言われたみたいに、平成26年12月10日に話し合いが行われたわけ

でございますけれども、今言われたみたいに、今、当選１回目の議員の方たちには、これに

ついては一切関知するところではございませんでしたね。それはぼくも、新人議員の方たち

は、この決定については何も知らないのが当然だろうと思っております。 

そういう中で、なぜこの議論が表ざたにならなかったのかなという形でございますけれど

も、正式なこういう議会においての正式な議論はなされなかったわけでございますけれども、

一応議員たちの交流みたいな形の中、そういう少数の人数の中では、やはり議員の定数につ

いては賛否両論がございまして、思い起こせば、去年の議員視察の中で北海道小樽に行った

ときでございますけれども、その中でも、私ではございません、ほかの議員２名が議員定数

の削減については賛否両論で、それなりの議論が高まったときもございます。 

正式には、今問われたように、私も公の場ではこの議員定数というものは議論してきませ

んでした。ですから、なお、このときに私は一念発起ではないですけれども、この議員定数

の削減を提案しなければ、また同じように何もしないでここ１期、２期、３期12年というも



－199－ 

のが過ごされてしまうのかなという、そういう危機感のもとで私は提案をしましたから、新

しく議員になられた議員１期の方たちには非常に寝耳に水みたいな話だろうという形は、私

もそういう感じの中では認識をしております。 

○議長（飯田桂司君） 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。 

（「議長、いいですか」の声あり） 

○議長（飯田桂司君） ２番、稲葉議員。 

○２番（稲葉義仁君） 今回の特別委員会の設置理由の部分については、地域経済衰退により

町の財政は厳しい、議会費の削減を図るとともに少数精鋭による議会運営を目指すべきとあ

ります。一方で鈴木議員の説明の中では、いろいろ広い視点からの検証を行って、この定数

について皆で協議をすべきだという話がございました。 

  確かに、議員定数を削減というものが求められる理由としては、行財政改革の観点であっ

たり、よそも減らしているからという理由であったり、人口が減っている、またあるいは議

員のなり手が出なくなっているのではないかとか、いろいろな要因があると思います。 

そういったいろいろな要因があって、その中で議会がどういう形で今後機能していくのか、

何人いれば大丈夫なのか、多いのがいいのか少ないのがいいのか、そのあたりをきちんと協

議をしていくのが委員会だと思うんですが、そういう意味でいうと、この提案理由自体が少

し偏っているのではないかという印象を受けるんですけれども、そのあたりについてはいか

がでしょうか。御意見を伺いたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） 鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、皆様の前で読ませていただきました設置についてのこの提案理

由というものは、非常に長く書きたいんですけれども、そういうものではございませんです

から、非常に簡素化をしてここに提案理由を書かなければならないという、一つのそういう

形の中では、今、稲葉議員が言われたみたいに、あれもこれもという形は書くことができま

せんでございましたもので、御理解をいただきたいなと思います。 

  それから、今、いろいろと声を聞いておりますという稲葉議員の言われたとおりに、本当

に先ほども申したとおりに、議員を削減するほうがいいなのか、据え置いたほうがいいなの

か、また、増やしたほうがいいとかいう声も私は聞いております。しかしながら、私は先ほ

ども言ったみたいに、この提案してくる理由ですね、減らしたほうがいいという理由、増や
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したほうがいいという理由、据え置いたほうがいいという理由、私は全て、先ほど言ったみ

たいに、正しい発言の内容だろうと私は認識しております。よろしくお願いします。 

○議長（飯田桂司君） ２番、稲葉議員。 

○２番（稲葉義仁君） ありがとうございます。もう一点だけお伺いいたします。 

  先ほど笠井議員の質問に対する御答弁の中で、これまでもこの３年間この議員定数の件に

ついては、諸先輩の議員方の中でいろいろな議論が実際水面下でなされてきたが、表には立

てなかったということが述べられましたが、今開かれている議会特別委員会、こちらもおそ

らく同様のことと言えると思うんです。実際、私どもの委員会の場に限らず、こういう定数

がどういった形がいいのかというのは、委員会の中、それから視察に行った松崎の状況、見

に行った感想等を通じて、いろいろそういう意味ではまさに水面下になるのかもしれないの

ですけれども、議論を重ねてきたつもりでございます。 

  そういう意味でいうと、この３年間の中でも当然そういう話はいろんな方からも来ますし、

何人いるのが議会は正しいのか、望まれるのかというところは、いろいろとこれまでも考え

てきた部分ももちろんございます。そういった意味で鈴木議員は、例えば実際、松崎町、こ

ちらは行って向こうの現状というのを聞いてきたかと思いますけれども、そこに対しての感

想というか、どういう受けとめ方をされているのか、その辺りをちょっと伺いたいと思いま

す。 

○議長（飯田桂司君） 12番、鈴木議員。 

○１２番（鈴木 勉君） ちょっとお時間をいただいて、この間の松崎のところでどのような

話し合いが行われたかを、ちょっと自分のノートの中で見てみたいなと思いますものですか

ら、ちょっとお時間をいただきたいなと思うんですけれども。ちょっとページ数がわからな

いんですけれども、松崎議会におきましては、平成25年９月13日に定数を10人から８人にし

まして、今現在に至っているのではないのかなと思っております。 

  そういう中で自分たちがこの松崎議会に行きまして、いろいろな御意見があったのだろう

と私は思っているんですけれども、思い出す範囲でよければ話をしていきたいなと思ってお

りますけれども、やはり松崎のこの提案理由の中でも、やはり人口減少とか景気の低迷で町

の財政が厳しく、行政改革の推進の一助として議員定数の削減を求める意見とか、反対討論

の中では住民の意思の反映や監視機能の強化のためには、多数の議員がいたほうがいいとい

うそういう御意見もあったような気もするんですけれども、いろいろと松崎で私たちが学ん

だときに、大きな定数削減によって委員会の構成メンバーが少なくて、非常に各委員会で議
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論する形の大変さがそこにあったような気がするわけでございますけれども、私はそういう

中で、一緒に行かれた議員の方たちがどういう形でそれを聞いたり、自分がそれに対するも

のはどうなのかなと思ったことはわかりませんけれども、私自体はそういう議会の定数を削

減したことによって、こういう形の不都合が生じているよとかという話があったときには、

私は自分なりに、定数が削減になって委員会がなぜ２つあるのかなという疑問も湧くわけで

ございます。 

  議員が少なくなったら、議員が２つの委員会を持つことなくして、１つの委員会で行動す

れば、全ての議員が町の全ての所管事務ができるわけでございます。 

  今の現在の場合でも、私たちも経済、総務経済委員会と２つの委員会があるわけでござい

ますけれども、委員会同士の交流というものがなかなか少なくて、片方で話し合われている

情報というものが、自分たちの委員会でない限りは余りにも自分たちの情報としては共有で

きないわけでございます。 

  確かに、議員が少なくなったときには議員それぞれの仕事が私はふえると思います。しか

し、それをこなしていくそういう形の中で町の情報は全ての議員が共有していれば、町民か

ら聞かれたときに、自分がその委員会に属していないことについては、お答えができないと

いう現状を私は打破できるんではないかなと思っております。 

  ですから、松崎のときには私はそういうふうに、８人になった議会運営に対しては非常に

苦慮しているというお話を聞いたときには、私はそこでは、ああすればいいんではないか、

こうすればいいんではないかというような、そういう失礼なことは申し上げませんでした。

しかしながら、そういうことの話を聞いたときに、自分だったらどうするのかなという形は、

今言ったみたいに考えておりましたので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（飯田桂司君） ほかに質疑ありますか。 

（「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。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 私は反対討論を行いたいと思います。 

  提出者からは、現在設置されております議会改革調査特別委員会で議員定数の議論をして

いないと、こういう今お話がありました。しかし、そもそもこの特別委員会も確かに最初に

鈴木さんたちが議員定数の削減ということを言われ、その後、議会運営委員会や全員協議会
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を経て現在の議会改革調査特別委員会ができましたけれども、私はこの段階でも鈴木さんた

ちが言われた議員定数の問題を調査事項に加えることを主張して、実際そのことを特別委員

会の調査事項の中に入れていただいております。 

  この間の議会運営でも、鈴木さんたちの意見が決して多いとは思いませんでしたけれども、

事の重要性から、定数削減をした議会運営をしている松崎町議会の視察を提案し、そういう

取り組みを検証することも私のほうからも提案してきました。 

  そして、これは鈴木さんたちからも提案があり、この定数を初め議会改革については、区

長会やいろんな方々から意見を聞くべきだということで、このこともつい先週３日に区長会

との意見交換も行ってきたわけで、そういう意味では削減ということではないけれども、議

員定数がいいのか悪いのか、そのことについては松崎町議会を初め、区長会の皆さんの意見

も聞くという形を今行っている最中ではないでしょうか。 

  先週までそういう取り組みを一緒にやってきたのに、なぜ１週間経ったら君子豹変してこ

ういう提案をされるのか、その理由が私には全くわかりません。 

  そして、一体、設置される特別委員会でどういう検証をするんですかと言っても、具体的

な検証のあり方は一切触れられないではないですか。 

  現在ある特別委員会での調査事項にも議員定数は入っております。来年の３月定例会まで

に結論を出すという調査期間も全く同じで、屋上屋を重ねる特別委員会を設置する何の道理

もないんではありませんか。全く私は必要ない特別委員会だと思います。 

  鈴木さんは議員定数の問題について、特別委員会で議論してこなかった、先ほどそう言わ

れました。私はこの間、松崎町議会への視察の問題でもハイキャットや区長会への申し入れ

の問題でも、今週予定されている昭和町への議会の視察の件でも、全て皆さんに計画はこう

していますけれどもいかがですか、またそういうことを決めた後も委員会では必ず、議員の

皆さん、ほかに何かありませんか、そういうことも確認してきました。 

  私が勇み足の提案をしたときには、皆さんからも注意をされました。そして、そういうこ

とはやめました。 

  この間の議会運営においても、私は例え少数の意見であっても皆さんの意見については最

大限配慮をして、その取り組みについてもしっかり受けとめて、検証のプロセスをつくって

きたつもりであります。 

  皆さんも賛成をして設置された特別委員会で、特段、議会定数についても一度も進行につ

いて発言もされずに、自らの主張をアピールして、別の特別委員会をつくろうという提案は、
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余りにもこれまでの合意を無視したひどい提案ではありませんか。 

  議長経験者、また副議長である皆さん方が、これまで議員の皆さんとしてきた議会の合意

を一方的に否定して、こういう提案をされたということは、委員長である私に力がないとい

うこともあるんでしょうけれども、私は残念でなりません。 

  以上です。 

○議長（飯田桂司君） 次に、本案に賛成の発言を許します。 

  ５番、西塚議員。 

○５番（西塚孝男君） 私は鈴木議員に賛成します。 

  なぜかというと、この議会改革の中でいわゆる松崎にも行きました。いろんなところに行

って、視察に行ったときも定数について話をしました。ですけれども全て議員目線です。議

員たちの話だけしか聞いていませんでした。 

  私は、松崎の一市民からの話も聞いたりしてきました。その人たちは、今の８人でいいん

じゃないかと。議員は全部、少ないと、８人でやれないよという話しかしませんでした。今、

委員会でやっているのは、みんな議員の中の話し合いだけです。 

  この前12月３日の区長会のときに、初めて区長さん方が多いじゃないかと、定数について

どうだと、そういうのが私は委員会の中で、議会改革の委員会がありますけれども、その中

でもっとここについてはちゃんと住民とか、議員目線だけではなく、そういうことで検証し

ていくのが一番いいかと思いまして賛成しました。 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論ありませんか。 

  １番、笠井議員。 

○１番（笠井政明君） 私は、この提案に対して反対討論をさせていただきます。 

  まず、先ほどの質問でもありましたけれども、今、議会特別委員会が設置されて、その中

で議論をしております。また、再び同じような議員定数だけの特別委員会を設置して、この

短い時間で２つの特別委員会で検討していくことは、全く合理性がなく、もしやるのであれ

ば議会改革調査特別委員会の中で取り上げるべき問題だと思います。 

  また、議員定数に関して各有識者の先生方は、全てにおいて、議会改革は定数削減ではな

いとおっしゃっております。なので、議会改革調査特別委員会設置の段階で、私も鈴木議員

にはお話はさせていただきましたが、まず議会が何をやっているのか、町民の皆さんへまず

お伝えするのが先決じゃないかと、それこそ議員が議員定数を削減すれば、町民には減らし

たんだということは目に見えてわかるかもしれません。ただ、少なくなれば、当然マイナス
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部分というのも大きくなり、地域の人たちの意見を町政に反映させるこの議員という役割が

薄くなっていく、こういう懸念事項もあります。ですので、議会改革調査特別委員会におい

て、皆さんの意見を聞いて、それでも全町民が減らさなければいけないんだということであ

れば、それはのみましょうという話をさせていただきました。 

  ですので、この時期にこの委員会の設置に関しては、私は議会改革調査特別委員会の中で

行うべき事項だと思いますので、今回の設置に関しては反対いたします。 

○議長（飯田桂司君） ほかに討論ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（飯田桂司君） これで討論を終結します。 

  これより発議第７号 議員定数削減特別委員会の設置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） 起立少数です。よって、本案は否決されました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（飯田桂司君） これで本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  平成30年第４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１０時１２分 


