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令和元年第２回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                     令和元年６月１１日（火）午前９時３０分開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

    １． １番 楠 山 節 雄 君 

     １）統合後の旧大川小学校活用について 

     ２）情報格差の解消について 

     ３）熱川温泉の活性化にかかる町の協力体制について 

    ２．１２番 鈴 木   勉 君 

     １）入湯税の引上げ要望について 

     ２）町長の政治姿勢について 

    ３． ５番 栗 原 京 子 君 

     １）終活について 

     ２）がん患者とその家族の支援について 

    ４．１０番 内 山 愼 一 君 

     １）経済対策等について 

     ２）コミュニティバスの運行について 

     ３）町営風車の民間企業への継承について 

    ５． ２番 笠 井 政 明 君 

     １）地域交通の未来について 

     ２）少子化対策について 

    ６．１１番 藤 井 廣 明 君 

     １）町長の政治姿勢について 

     ２）大学との連携について 
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───────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

     １番  楠 山 節 雄 君      ２番  笠 井 政 明 君 

     ３番  稲 葉 義 仁 君      ５番  栗 原 京 子 君 

     ６番  西 塚 孝 男 君      ７番  須 佐   衛 君 

     ８番  村 木   脩 君     １０番  内 山 愼 一 君 

    １１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（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 村 木 善 幸 君 税 務 課 長 福 岡 俊 裕 君 

住民福祉課長 村 上 則 将 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 齋 藤 和 也 君 

農林水産課長 鈴 木 伸 和 君 農 林 水 産 課 
参 事 国 持 健 一 君 

観光商工課長 森 田 七 徳 君 建 設 課 長 齋 藤   匠 君 

建 設 課 技 監 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 鈴 木 貞 雄 君 水 道 課 参 事 前 田 浩 之 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 

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



－3－ 

 

開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  本議会の定例会は、令和に改元されてから初の開会であり、改選後に行われる最初の定例

会となります。議員の皆様におかれましては、公私ともにお忙しい中、御出席を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

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

康に十分御留意され、審議に臨んでくださいますようお願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

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

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（村木 脩君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  10番、内山議員。 

○１０番（内山愼一君） 皆様、おはようございます。 

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

  まず、本定例会には、10名の議員の方々より25問の一般質問が通告されております。一般

質問の趣旨をよく御理解され、円滑に質疑、答弁が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、一般質問について、時間は60分以内、一問一答方式で行います。ま

た、町長には反問権の行使が認められております。なお、反問に要する時間は、制限時間の

60分には含みませんので御承知おきください。 

  また、質問通告者の中で、５番議員、７番議員、14番議員より掲示板の使用の願いが出さ

れております。 

  本定例会の提出案件としましては、条例の一部改正案が３件、「損害賠償請求事件の示談

について」の議案が１件、補正予算案が３件、人事案件が３件と、本日お配りしました追加
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案件２件の合計12件の案件がそれぞれ日程に組み込まれております。 

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

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

ので、当局の皆さんもよろしくお願いします。 

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期は、本日から予備日を含めて６月14日までの

４日間とします。 

  また、議員の服装については当局と同様にクールビズを実施します。テレビ等で見ている

町民の皆様に見苦しくないように御配慮をお願いします。 

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

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

上３点を閉会中の継続調査としたいと思いますので、よろしくお願いします。 

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

委員会からの報告といたします。 

  以上でございます。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 
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○議長（村木 脩君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により議長において、５番、栗原議員、６番、

西塚議員を指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から予備日を含め６月14日までの４日間にしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、会期は４日間と決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

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

しました。 

  また、議長の出席した会議等の報告については、お手元に資料を配付してあります。 

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

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 町長より行政報告を行います。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 



－6－ 

  令和元年第２回議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

賜り厚くお礼を申し上げます。 

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

に町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

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

また新副議長には藤井廣明議員が就任されました。各委員会等も新たに議会運営体制が整い

まして最初の定例議会となります。議員各位におかれましては、議決機関としての今後４年

間、東伊豆町の振興発展のために御尽力いただきますようお願い申し上げる次第であります。 

  さて、先般の風力発電修繕工事に関する事務調査特別委員会の報告に対しまして、町民並

びに議会の皆様には多大なる御迷惑をおかけしましたこと、心よりおわび申し上げます。 

  当報告から御提案いただきました、役場内コンプライアンス（法令遵守）の見直しにつき

ましては、早期に全職員を対象とするコンプライアンス研修を実施し、周知徹底を図るため

に指針マニュアルを配布しております。さらに、不正を防止する相互チェック体制について

は、管理職会議において議論を重ね、組織体制や人事配置を含めたチェック機能体制が強化

できるよう見直しを図ってまいります。また同時に、各事案の議会への報告・説明を徹底し、

情報を共有しつつ、事業を推進してまいります。なお、公益通報制度においては、内部のみ

ならず外部からの情報提供に対する要綱の見直しを検討してまいりたいと考えております。 

  今後は、職員一丸となりまして信頼回復に努めるとともに、今回の事件で得た教訓を忘れ

ず、町民の皆様にとって安心して頼れる場所であり続けるよう全力を傾注してまいりますの

で、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  さて、政府が公表した５月の月例経済報告によれば、雇用や企業利益などが引き続き堅調

のため、景気は緩やかに回復しているとの認識が維持されました。米中貿易摩擦の輸出・生

産への影響を踏まえ、総括判断は２カ月ぶりに下方修正され、先行きについても弱さが残り、

警戒が必要との見解が示されました。 

  このような状況の中、当町の経済状況の指標の一つでもあります入湯客数ですが、平成30

年度におきましては75万1,197人、前年対比で４万4,367人の減、5.6％のマイナスとなりま

した。大川、白田、稲取温泉がほぼ前年並みとなった以外は大きく落ち込む結果となりまし

た。国内旅行市場のさらなる縮小が見込まれる中、今後は宿泊単価の維持や消費の拡大が重

要な課題となってきます。そのため観光地としての魅力を高める必要があり、今後は環境基

盤整備が非常に重要なテーマとなることから、設備投資や既存の施設の維持補修には必要な
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財源の確保が重要な課題であると考えております。 

  次に、４月27日から５月６日までの10日間に及んだ大型連休につきましては、宿泊人数は

前年対比で33.1％、8,974人増えまして、３万6,065人となりました。さらに、伊豆急行の町

内乗降客数は前年対比でプラス22.6％、その他の主要な観光施設も入園者数が40％以上、細

野高原の山菜狩りが34％増加となり、その反動が心配される面もありますが、大きな経済効

果を生む結果となりました。 

  今後も行政と観光協会等の諸団体が一体となって、さまざまな誘客対策を講じなければな

らないと考えておりますが、議員各位におかれましても、新たな提案や、また御提言をいた

だきますよう御協力をお願い申し上げます。 

  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  初めに、防災関係ですが、４月16日の早朝に年度当初の職員動員訓練を実施し、120名が

参加して参集体制の確認を行いました。 

  また、今月２日には、土砂災害・全国防災訓練が行われ、当町では、町内全域の崖地、急

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

避難訓練を実施いたしました。 

  当日は、避難に加えまして、土砂災害の知識向上と避難の重要性について周知を図ったと

ころであり、モデル地区である入谷地区において、土のうづくりや危険地域住民の避難誘導

訓練などに加え、下田土木事務所の職員の協力をいただきまして、土砂災害への対応に関す

る詳しい説明を受けました。 

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

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

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

  また、大雨のときなど同報無線の屋外スピーカーの音声が聞き取りにくい問題を解消する

ため、４月よりスマートフォンにアプリをダウンロードしていただくと、スマートフォンか

ら同報無線の音声を聞くことができるシステムと、テレビに町からのメールなどの情報を表

示するテレビプッシュシステムを導入いたしましたので、住民の皆様にはそれぞれの家庭環

境、状況に応じまして、早期に導入をいただきますようお願いいたします。 

  消防団関係では、４月13日に入団式を行い、新たに８名の消防団員が加わることになりま

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

まして地域に貢献していただきましたことへ、心から御礼を申し上げます。 
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  なお、本年度は隔年で開催される賀茂支部消防操法大会が９日に松崎町総合グラウンドで

行われました。悪天候の中、大型ポンプの操法の部で第３分団が第１位となり、小型ポンプ

操法においては第６分団が惜しくも入賞を逃しました。４月末より、仕事の終わった夜間な

ど練習を重ねてこられました団員の皆様には心から感謝を申し上げます。 

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

して、消防署との連携を図り、消防団本部、各分団、消防団員１人１人の技能向上、また体

制強化に努めていただくようお願いするものであります。 

  今後も、想定されますさまざまな災害に備えた、安全・安心なまちづくりにさらに進め、

減災に努めてまいります。 

  次に、ふるさと納税寄付についてですが、平成30年度実績は1,424人、2,043件、１億

3,467万8,000円となり、前年度に比べまして25％減という大変厳しい結果となりました。現

在、新しいポータルサイトの準備や首都圏でのＰＲ実施をしております。６月から新体制が

スタートをし、当町も総務大臣より「ふるさと納税の対象となる地方団体の指定」をいただ

きました。 

  今後は、この公平な条件のもとで、貴重な財源確保と町内経済の活性化の主要施策として

積極的に推進してまいりたいと考えております。 

  次に、企画関係ですが、都市部からのマンパワーを取り入れる地域の活性化を図るため任

用した「地域おこし協力隊」の隊員は、１期生２名が３年の任期の満了となりました。現在、

２名とも自立し、東伊豆町に居住しております。１名はＮＰＯ法人で活動していきますが、

活動内容には町からの委託を受けた交流促進、出会い創出事業等も含まれております。また、

１名は家族とともに町内に居住いたしまして、起業に向け、準備をしております。 

  「地域おこし協力隊」は、新たに４月から１名が幼児教育支援また観光振興に、５月から

１名が環境・自然分野の活動のために赴任しました。外部からの視点、また若さあふれる発

想や行動力に大いに期待しているところであります。さまざまな機会を捉えまして、町民の

皆様には御紹介をしてまいりますが、町で見かけました際には、温かくお声がけをしていた

だけると幸いであります。 

  これまで町では、芝浦工業大学、工学院大学との連携を初め、明治大学のファームステイ

や静岡大学、駒沢女子大学のワークショップなどを実施してまいりました。これに加え、本

年度４月17日に共立女子大学、５月30日には昭和女子大学との地域活性化の研究・実践活動

並びに人材の育成のための連携・協力に関する協定を締結いたしました。 
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  今後、連携協力による活動を通じまして、地域産業の発展や人材の育成につなげてまいり

ます。 

  平成28年度からの３カ年で、芝浦工業大学生や卒業生が、空き家改修プロジェクトとして

取り組んできました町有財産である東海汽船事務所の改修が終了いたしました。本年度から、

ＮＰＯ法人ローカルデザインネットワークが、施設名を「イーストドック」として管理・運

営していきます。シェアオフィス、またファブスペース、カフェなどといたしまして、町内

外者の活性化拠点を目指しまして、さまざまな形での企画・運営により、町の活性化にもつ

なげていくことを期待されています。これまでに至る地域の住民の方などの御理解と御支援

がなければなし遂げられなかったと思います。心より感謝申し上げます。 

  平成31年４月１日以降に東京圏から東伊豆町に移住し、起業や要件を満たした企業に就業

した場合には支援金を受け取ることができる移住・就業支援金制度を創設いたします。この

支援制度により、東京圏からの移住増加を期待いたしております。 

  次に、税務関係ですが、５月末日で平成30年度の出納を閉鎖いたしたところ、前年対比で

町税の収納率が若干ではありますが、向上した結果となりました。平成28年度に賀茂地方税

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

収を図られているところを実感いたしております。 

  引き続き、効率的かつ効果的な滞納整理に努めるとともに、困難な徴収事案につきまして

は静岡地方税滞納整理機構に移管することによりまして、町政運営における貴重な自主財源

確保と納税秩序の維持に努めてまいりたいと考えております。 

  また、各種税務研修を通じまして、職員の資質向上を図るとともに、納税者の利便性を高

めるコンビニ収納の利用促進等にも意を配し、さらなる税収の確保に努めてまいりたいと考

えております。 

  次に、住民福祉関係ですが、５月26日に環境美化推進運動の一環といたしまして「町内一

斉のクリーン作戦」を実施していただきました。大勢の町民に御参加をいただき、無事終了

することができました。町民並びに関係各位の御協力に感謝申し上げます。 

  交通安全関係では、４月４日から10日まで、新入学・園児を交通事故から守る県民運動、

また５月11日から20日まで、春の全国交通安全運動が実施され、４月５日及び５月10日には、

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

加いただきました関係各位には御礼を申し上げます。 

  次に、福祉関係では、消費税・地方消費税の10％への引き上げによる低所得者、子育て世
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代の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目

指しまして、プレミアム付商品券事業を行います。詳細につきましては、広報「ひがしい

ず」、新聞折り込みなどにてお知らせいたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

  次に、健康づくり関係では、歯科保健対策の一環として、小学１年生を対象としたフッ素

の洗口事業を、熱川地区は５月16日から、稲取地区は５月17日から開始しております。虫歯

は生涯にわたる生活習慣病などに影響を及ぼすもので、今後も重要課題として位置づけまし

て、対策を講じてまいります。 

  次に、自殺対策を包括的に推進するために、「東伊豆町生きる支援推進計画」を昨年度末

に策定いたしました。これに基づきまして、地域ネットワークの強化を図るため関係機関に

呼びかけまして、生きる支援推進協議会を今年度に立ち上げまして、対策の強化を図ってま

いります。 

  成人予防接種では、臨時議会におきまして補正予算を議決いただきましたが、昨年７月以

降の風疹発生状況を踏まえ、対策を講ずるため、昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生

まれの男性を対象に抗体検査と予防接種を３カ年かけて順次行うこととなりました。今年度

は昭和47年４月２日から昭和54年４月１日生まれの方に通知が届きますので、御対応をお願

いいたします。６月11日から10月８日までのうち21日間の予定で健診を行っており、現在

1,954名の予約をいただいております。今後、受診率の向上に向けまして、11月中旬より、

また個別健診を含む追加健診を予定しております。 

  介護保険関係では、介護予防教室を４月から順次開始しており、多くの町民の方に利用し

ていただいております。昨年度までアスド会館で開催した各種教室についても、役場会議室

や保健センターにて開催しております。さらに、認知症サポーター養成、また安心見守りネ

ットワークの勉強会、介護支援専門員を対象といたしました防災研修を６月から８月にかけ

て開催する予定となっております。地域における見守り体制の充実をなお一層推進してまい

りたいと考えております。 

  次に、建設関係ですが、梅雨時の災害発生を未然に防止することを目的に、５月20日に、

町内の静岡県の管理の二級河川である大川川、濁川、白田川及び稲取大川の河川パトロール

に町も参加いたしまして、河川施設の点検を実施したところであります。今後も河川の監視

には県と連携し、情報共有を図ってまいります。 

  さらに、６月６日には、稲取地区自治会関係者とともに道路の点検作業を実施いたしまし

た。点検結果に基づき、祭典前までに不良箇所の舗装、また補修を実施いたしまして、安全
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管理を図ってまいります。 

  地籍調査事業につきましては、賀茂地域１市５町と静岡県で共同実施に関する協定を結び、

平成29年度より実施しております。今年度につきましては、津波浸水区域であります熱川地

区の0.05平方キロメートル及び片瀬地区の0.06平方キロメートルについて、官民全ての筆界

を確認いたしまして、津波被害後、迅速に復旧事業に取りかかるようにするため業務委託す

る予定であります。対象地区の土地所有者におかれましては、境界立ち会い等、御協力をお

願いいたします。 

  次に、農林水産関係ですが、４月19日にグランドオープンいたしました稲取漁港直売所

「こらっしぇ」は、開店から１カ月で１万人を超えるレジの通過者がありました。直売所を

中心として稲取漁港周辺の「にぎわい」や「人だまり」の創出、「新しい街づくり」に向け

てまずまずのスタートを切りました。 

  奈良本けやき公園で、毎年、春恒例の里の朝市は５月25日に開催いたしました。農業経営

振興会を中心に11店舗の出店があり、関係者を含め337名のお客様でにぎわいました。また、

恒例のほたる観賞のイベントも５月24日から10日間、奈良本ほたるの会、また熱川温泉観光

協会により開催されるなど、地域の活性化が図られております。 

  次に、水産関係では、伊豆漁業協同組合稲取支所主催の「第39回水産祭り」が５月３日に

行われ、「稲取キンメ」を求め、早朝より長蛇の列ができました。行列の中には遠方からの

方々も多数おられまして、地域団体商標登録された「稲取キンメ」のブランドがすっかり定

着したものと思われます。 

  本年度も引続き、地域ブランドの情報発信や守り育てる漁業を支援してまいります。 

  白田漁港の「津波・高潮危機管理対策事業」は、４月11日に交付金の内示をいただきまし

て、詳細設計の入札を執行中です。地区協議会が設置を決めました津波防護施設完成に向け、

事業を推進してまいります。 

  次に、観光商工関係でありますが、令和元年度も引き続き経済波及効果の裾野の広い住宅

リフォーム補助金の助成を実施しております。平成30年度の実績は71件、補助額1,285万円

で、対象工事費の総額は１億1,000万円を超え、大きな経済効果が認められる結果となりま

した。町民及び建築関連業者の双方から要望が強いことがありまして、今後も引き続き制度

を継続していきたいと考えております。 

  次に、生産性向上特別措置法において措置されました先端設備等導入計画について３件を

認定いたしました。この計画は、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の
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向上を図る計画となっております。これによりまして、当該３件には、民間金融機関から融

資を受ける際に信用保証協会から別枠の保証が受けられまして、補助金の審査に加点を得る

ことができることとなります。商工会を通じまして、引き続き制度の周知を図ってまいりた

いと考えております。 

  次に、イベント関係についてですが、「第22回雛のつるし飾りまつり」は、来場者数が７

万8,096人となり、前年と比較しまして4,721人、5.7％の減少となりました。今年度は、素

戔嗚神社のひな段飾りの展示を１週間ほど延長しましたが、繁忙期の２月末から３月にかけ

て天候不順による中止が続いたことから、展示期間延長の効果を得ることができませんでし

た。また、近年はインターネットによる情報収集が容易になったことから、河津桜が満開に

なる短期間に観光客が集中する傾向が顕著となり、「雛のつるし飾りまつり」への来客数に

も影響が出ていると推測されます。 

  なお、「雛のつるし飾りまつり」の時期に合わせて運航された東海汽船の稲取大島航路で

すが、利用者は延べ7,096人となり、前年を1.4％、101人上回る結果となりました。現在、

ＪＲグループの大型観光キャンペーンであるデスティネーションキャンペーンが静岡県を舞

台に実施されています。当町でも、細野高原の星空観察会や熱川温泉のキャンドルナイトな

どを実施しております。また、５月16日から19日の４日間、東京丸の内の商業施設ＫＩＴＴ

Ｅにおいて観光宣伝を実施いたしましたが、今後も引き続き積極的に情報を発信して、取り

組んでまいりたいと考えております。 

  次に、教育関係でありますが、４月初旬には全ての幼稚園、小中学校において、入園式・

入学式が厳かな中にも晴れやかに行われ、新年度がスタートいたしました。また、６月１日

には稲取小学校、熱川小学校で運動会を実施いたしました。町の将来を担う子供たちが皆で

力を合わせ、参加する種目に一生懸命取り組む姿に感動を覚えました。 

  学校教育関係では、繰り越し事業で実施しておりました稲取小学校ブロック塀の改修工事

が終了し、児童のみならず学校周辺道路を歩く方々の安全確保が図られたほか、幼稚園、小

中学校の空調設置工事も急ピッチで進めており、今月末には稼働できる見込みとなっており

ます。今後も安全で快適な教育環境を整えるべく、力を入れてまいります。 

  また、昨年度から取り組んでおります「小中一貫教育研究会」を５月17日に開催いたしま

した。現在は研究会の報告を取りまとめるため、小中一貫教育による育てたい子供像や期待

される効果などを委員の皆様に活発に議論をしていただいており、今後、環境整備を含めた

研究をさらに進めてまいります。 
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  社会教育関連では、４月20日には城東ふるさと学級、４月27日には稲取ふるさと学級がそ

れぞれ開級式を実施したほか、それぞれの文化・生涯学習・スポーツ等の教室や事業がスタ

ートいたしました。この社会教育関連事業には多くの皆様にも参加していただき、活発な活

動がされるよう期待するとともに、町民の皆様の交流が広がり、町も活性化してくことを望

んでおります。 

  また、５月19日には、熱川地区の町民体育大会を熱川小学校運動場にて開催し、800余名

の町民の御参加をいただきました。当日は、天候に恵まれまして、活力と笑顔あふれる町民

の皆様を拝見させていただきまして、楽しく充実した１日を過ごすことができました。 

  次に、水道事業関係でありますが、平成30年度水道事業会計の出納を３月末で閉鎖いたし

ました。 

  概要といたしましては、収益面では、使用水量の減少により料金収入が税抜きで前年対比

441万7,084円、1.1％の減となりました。また、費用面では、水道事業ビジョン・水道事業

経営戦略等の策定に要する経費の増加などの影響もありまして、純利益は2,989万8,313円と

なり、21％の減となりました。 

  このように純利益は減少したものの、現状は黒字を維持しているところではありますが、

人口減少や観光入り込み客数の減少、また施設・設備の老朽化への対応など、今後の水道事

業の経営にはさまざまな課題が見えてきております。将来的にわたる水道事業を安定的に継

続していくためには、昨年度策定いたしました「水道事業ビジョン・水道事業経営戦略・施

設整備計画」に基づき、中長期的な視点に立って、水道事業の理想的、また効率的な運営方

策などを検討し、課題解決に取り組んでまいりたいと考えております。 

  本年度は、水道料金等審議会を立ち上げまして、料金改定について検討を始めたいと考え

ておりますので、御理解、御協力をお願いいたします。 

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

が、町民の皆様並びに議員各位におかれましては、健康には十分留意されまして、ますます

御活躍を御祈念いたしまして、行政諸般の報告とさせていただきます。 

○議長（村木 脩君） 長時間にわたり、御苦労さまでした。 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（村木 脩君） それでは、次に、日程第５ 一般質問を行います。 
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  持ち時間は質問、答弁を含め60分以内で、本定例会は一問一答方式により行います。また、

これに伴い、町長の反問権も付与され、議長の許可のもと行使することが認められておりま

す。なお、反問権行使に要する時間は、持ち時間60分に含めないこととしますので、御承知

ください。 

 

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

 

◇ 楠 山 節 雄 君 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員の第１問、統合後の旧大川小学校活用についてを許し

ます。 

  １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） 皆さん、おはようございます。 

  令和元年度初めての定例会の一般質問トップバッターの栄をいただきまして、緊張もして

いますけれども、光栄にも感じています。 

  さきの統一選挙、町会議員の選挙は、私にとって本当に無投票という残念な結果に終わり

ました。自分も含めて、どういうふうな評価をされたのか、そういうことも知ることもでき

ませんでしたし、いつも投票率の悪い奈良本地区が、自分の立候補よって投票率にどう影響

を与えたのか、そうしたことも知ることができず、本当に残念無念の感があります。ただ、

無投票であれ、私の政治姿勢は変わりません。４年間、完全燃焼する覚悟でいますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  さて、東伊豆町は観光立町で、この産業形態を変えることはできないと思います。観光の

経済的バロメーターというべき入湯客数はピーク時、190万人台の数字を上げていましたけ

れども、昨年度は80万人を割り込むような、大変厳しい状況になっています。両保養所の相

次ぐ閉鎖、あるいは高級志向の高まり、それから少人数の旅行形態の対応等から、客室数が

本当に多く減少しているということも要因の一つであると思いますけれども、この数字はや

っぱり危機的な状況であるというふうに認識をしなければならないと思いますので、これか

ら観光振興策を中心に地域の抱える問題等の解決も含め、一生懸命提言をさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  議長さんからお許しをいただきました第１問、統合後の旧大川小学校の活用についてをお
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伺いいたします。 

  今までも何人かの議員さんが、旧大川小学校の利活用について質問がなされてきています

が、その後、現状はどのようになっているのか。また、利活用について、以下の点をお尋ね

いたします。 

  １点目、校舎を含めて活用策の検討をどう行ったのか。 

  ２点目、現在、利活用についてどのような考え方を持っているのか。 

  ３点目、利活用の構想があるとしたら地域の活性化に寄与できるのか。 

  ４点目、仮称「海の生き物館」構想の提言をいたしますが、町長の考え方をお聞きしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 楠山議員の第１問、統合後の旧大川小学校活用については４点からの

質問となっておりますが、関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  これまでの議会における一般質問で答弁いたしましたように、旧大川小学校の施設等の利

活用につきましては、地元大川区の考えのもとで有効活用していただくことを最優先と考え

て、大川区で協議をしていただいております。 

  区で協議ししていただきました、よりよい方策を見出していただくことが基本と考えてお

り、また町はその意向を酌み取った中で活用策を検討していきたいと考えております。仮称

「海の生き物館」構想につきましても質問いただきましたが、地元大川区の考えのもとでの

有効活用の協議が最優先である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（村木 脩君） １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） 大川区との協議を最優先するというお話ですけれども、なかなかそこ

が、前の議会の状況もちょっと見させていただきましたけれども、進んでいないということ

で、私は「海の生き物館」構想を提言するんですけれども、実は、ある飲食店で食事してい

たときに、そこのおかみさんからちょっとアドバイスをいただいて、今、日本全国いろんな

ところで学校の統廃合で使われてない校舎がいっぱい出てきといるよと。いろんな活用の仕

方をしているということをお聞きして、インターネットあたりで確認をしますと、社会教育
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ですとか社会体育も含めて、いろんな活用がされているというのが事案としてあります。 

  その飲食店のおかみさんは、そのときには、じゃどんなものがあるのと私、聞いたときに、

何か水族館みたいなことをやっているところもあるよということで、そのときにふと、ああ、

そうだ、東伊豆というか、伊豆全体そうなんですけれども、目の前が海で、そこに生息をす

る生き物もいっぱいいるだろうから、そういうものを使って地域の活性化ができないのかな

ということをまず考えました。 

  水族館構想が例えば実現した場合は、それを運営するのがどこか、町だとあと維持経費も

かかったり、そうかといって漁協あたりが、海に関係する組織だと思いますけれども、「こ

らっしぇ」という直売所はまだ立ち上げたばかりで、その辺の余裕も全くないというふうな

状況下の中で、どこか民間でそれらを支えて推進をしてくれるところはないのかなというこ

とを考えたときに、私、ｉＺｏｏを思い浮かべました。 

  というのは、さきにｉＺｏｏが河津で世界一大きなカエル館をオープンしたんですけれど

も、そこで世界で一番というふうなインパクトのある形のものをつくり上げました。そのと

きに、ｉＺｏｏはやっぱり運営も含めて今後の推進の仕方というのは大変だと思うんですけ

れども、じゃそこで費用も含めてどうしたのかということで、クラウドファンディングって、

皆さんから資金援助をいただいて、それらを実現したということを聞きました。 

  町長は、旧団結の家、あそこの売却の関係でｉＺｏｏとは懇意な関係にあると思いますの

で、この辺を例えばｉＺｏｏのほうに投げかけて、ぜひこうした構想の協力をいただけない

のかというふうな投げかけができないのかなというふうに、そのときに思いました。 

  水族館的なものができれば、児童、幼児の教育の場、そういうものにもつながっていくと

思いますので、また雇用も含めて、あるいは地域の活性化、こういうものにも寄与するので

はないかなというふうに私は感じていますので、町長、その辺の考え方、思いをちょっとお

伺いできればと思います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 楠山議員、最初の質問で緊張しておると思います。頑張ってください。 

  まず、大川小の跡地問題、これはさっき言ったように、基本的には大川区の考えを優先的

にやっています。これは、いつまでもいかないもので、ある程度、区切りをつけた中で、一

応これまでまとまらなかったら、今度は町主導の中でいろいろやっていきたいと考えており

ます。その中で、現状は大川区の要望を待つ。しかし、それはある程度、今度は期日を設け

た中で、大川区の問題を言ってもう１年以上たっておりますもので、それは町からもちょっ
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と言っていきたいと考えておる。 

  なにしろ、大川小のほうはアクセスが悪いもので、まず、あのアクセスを変えたいなと考

えております。それで、今、大川区にお願いしているのは、旧道から直接校庭へおりられる、

そのような用地交渉をつくりたいもので、用地のほうをちょっとお願いしているところでご

ざいますもので、そこをまず町といたしましては、アクセスをよくした中でまたその活用を

考えていきたい。 

  その中で、楠山議員が言った海の生き物構想。私も、以前、テレビで四国のそういうもの

を見ました。確かにそういうことも一つの提案でありますけれども、提案は真摯に受けとめ

て、これは検討していきたいと思い、さらにｉＺｏｏにおきましても、こういうことを今、

考えておるけれども、これは実現するかどうかわかりませんけれども、ｉＺｏｏにおきまし

て、そういうことをできるかどうかと打診することはできますもので、楠山議員の要望にｉ

Ｚｏｏとの要望、これはできると考えております。 

  できるだけ町といたしましても、大川小学校、この跡地問題、いろいろ考えている中で、

最初はやっぱりいろんな企業、また廃校を利用したそういった、ちょっと最近になりまして、

また大川区にも言いますけれども、避難場所が大川区にないもので、それもちょっと懸念材

料が出てきましたもので、またその辺を考慮した中でこれは進めていきたいと今、考えてお

るところでございますけれども、あくまでも大川区の要望がまず第一優先でやっている。そ

れだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） さまざまなやっぱり問題があると思います。区の意向を尊重するとい

う町長の姿勢、それは全く否定もしませんし、通常だと、ああいうところというのは社会教

育の場ですとか、あるいは公民館的な施設利用だとかというのが一般的には考えられると思

うんですけれども、なかなかそれでは地域経済のやっぱり活性化、大川小学校も本当に子供

たちの学校の登校だとか下校の声も本当になくなって寂しい状況下にありますので、地域の

活性化も含めて、やっぱり考えていかなければならないのかなと思います。 

  そこで、区のほうには、ぜひこういう構想が上がってきたんだけれども、区の考え方はど

うかということとあわせて、並行的に、やっぱりｉＺｏｏにそういうものの可能性があるの

かどうか、参入の可能性があるのかどうか、ぜひ確認というか話し合いの場を持っていって
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いただきたいなというふうに思います。 

  それで、もし大川区ですとかｉＺｏｏさんが、おもしろい構想だからそれを進めたいなと

いうときになったときに、町長の考え方の中に、やっぱり継続的にずっとそういうものがで

きて、長く続けていかなければならないという考え方の中で、やっぱり参入しやすい条件、

それはさっき言ったように進入路なんかもそうだと思うんですけれども、あるいは漁協さん

なんかに、例えば何か捕獲できた珍しいものを提供していただくだとかという協力体制はこ

れからお願いをしていかなきゃならないと思うんですけれども、やっぱり参入するハードル

を低くする一つのものとして、あそこの学校施設を無償で提供するというふうな考え方をぜ

ひしていただきたい。もし、そういうことを進めたいといったときに、その辺をお願いした

いなと思います。 

  さっき、避難場所というお話がありましたけれども、これは、例えばそういう施設が稼働

していたにしても、そこは避難場所として全く使えないわけではありませんし、そういう業

者が参入をしたときには、締結か何かの中に避難場所として使わせていただきたいという、

そういう項目だとか要望を入れていけばクリアできる問題じゃないかなというふうに思いま

すので、その辺も含めて、ちょっとお考えをお伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、楠山議員から提案されました、ｉＺｏｏに聞くのはやぶさかでは

ありません。ｉＺｏｏがそういう意向があって、また区のほうからそういう様態のことがな

ければ、もう一つの案件としてまた考えていきたいと思います。 

  そして、提案された無償、私は無償でもいいと考えています。これはあくまでも議会があ

りますもので、議会のほうの関係がある。しかし、無償といっても光熱とか最低限のやつは

やっぱりもらいたいとも思う。基本的には、私は無償で貸してもいいなと考えて、やっぱり

それが地域の活性化になれば、本当、それ以上の費用対効果が出てきますもので、私は無償

という考えでもいいじゃないか、自分自身はね。しかし、これは議会がありますもので、議

会との話し合いの中でやっていかねばならないと考えておるが、その中でいろんな、もし大

川区と町、これがなければ、そして意見が一致すれば、それは町はそれなりにやっぱり地域

の活性に対する話し合いの中でいった中で協力できることは協力していきたい、そういう考

えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 
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（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） 前回の多分、一般質問だったと思うんですけれども、栗原議員から、

やっぱり同様に参入しやすい環境をつくるべきだというふうに考えています。町長、言われ

るように、議会の理解ももらわなきゃならないことですけれども、ぜひ本当に地域の活性化

等これから進めていかなければ、さっき言ったように、東伊豆町はやっぱり観光の町ですの

で、一人でも多くのお客さんをこの町に入れ込む。そのことによって、雇用も含めて、地域

経済の活性化につながっていく。そこの考え方をしていかなければならないなというふうに

思っていますので、ぜひ前向きに検討していただければと思います。 

  以上で、１問目の質問を終結いたします。 

○議長（村木 脩君） 町長の答弁はいいですか。 

○１番（楠山節雄君） はい。 

○議長（村木 脩君） それでは、次に、第２問、情報格差の解消についてを許します。 

  １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） 第２問目、情報格差の解消についてです。 

  ＩＫＣ並びに、今日、ＩＫＣさんもハイキャットさんも来ていただいていますけれども、

この放送地域が一部地域に偏っていることからサービス内容に違いが生じております。さま

ざまな地域情報や、このような議会中継もタイムリーに放送されない、見ることができない

ということですから、不公平感を感じているという、そういう声をよく耳にいたします。こ

の解消に向けて、町の対応をお願いいたします。 

  １点目ですけれども、地域間に格差がある現状をどうお考えか。 

  ２点目、解消に向けての課題と対応は。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 次に、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） 楠山議員の第２問、情報格差の解消については２点からの質問となっ

ておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、アナログ放送終了に伴いまして、平成27年度より町内のケ

ーブルテレビ会社２社が番組の相互乗り入れを実施しなくなった結果、町内で同一の番組の
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視聴ができなくなりました。町としては、公平性の観点から、平成22年より、町、ハイキャ

ット、ＩＫＣの３社による協議を重ねてまいりましたが、番組の相互乗り入れができません

でした。これによりまして、町の情報提供が地域間で格差が生じないように対することが必

要だと考えておりますので、引き続き相互乗り入れができるよう努力してまいります。 

  次、２点目についてですが、これまでも協議してまいりましたが、ＩＫＣ並びにハイキャ

ット双方の相乗りするための条件が整うことが課題解決と考えております。町からの情報提

供に格差が生じないように、ＩＫＣにもハイキャット同様、出生、結婚、お悔やみ等を含む

町からのお知らせを提供し、放送するよう依頼してまいりました。現在は、朝、夕を中心に

１日７回程度のお悔やみ情報、また５回の広報のための放送がされております。 

  また、議会中継は生放送ではございませんが、録画し、番組として日中に放映しておりま

す。引き続きＩＫＣには町からのお知らせも提供し、放送するよう依頼し、あわせて自主番

組制作も働きかけてまいりたいと思います。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） 以前は、ハイキャットで、熱川地区というんですか、城東地区が全地

域から視聴することができましたけれども、それ以降、放送法の関係だと思いますけれども、

できなくなってきていると。町民からは、議会あるいは議員は何をやっているのというふう

な声をよく耳にするんですけれども、そうしたことも、この現状がそういう声を発する状況

になっているのかなというふうに思っています。 

  父兄やおじいさん、おばあさんなんかは、例えば運動会ですとかいろんな地域行事、子供

や孫がテレビの中にやっぱり映るということを楽しみにしていたりするということもよく聞

きますし、そうした機会が与えられていないということはやっぱり不公平感につながると。

臨時的にやっていただくと。例えば、運動会、なかなかリアルタイムでやっても、そこに参

加している町民がやっぱりたくさんいますので、例えばこういう議会あたりは見ている人た

ちが多くいるという状況下にあると思いますので、こういうものはぜひタイムリーに流して

いただくと、町民は、議会は一生懸命やっているとか、この議員はとかというふうな、そう

いう判断ができると思いますので、ぜひ、その辺のことを、今まで何回も話し合いがされて

いるみたいなんですけれども、解決に至っていないと。 

  背景には、難しさというのがやっぱりいっぱいあると思いますけれども、町、それから業

者さんと、それから私たち議員も何人か入れて、そういう場をつくっていただければなと。
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やっぱり、いろんな方がお互いの主張をしていたら、これはまとまるということはあり得ま

せん。私は、好きなやつは、やっぱり落としどころを見つけるということで、双方が、ある

いは三者、四者がそれぞれ歩み寄りをして、何とかこの実現に向けて努力をしていかなけれ

ばならないのかなというふうに感じておりますので、再度、町長の前向きな考え方をお聞き

したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この問題、これが出て以来、町民は私に何回も言ってきます。その中

でも何回も検討した結果、残念ながらまとまらなかったのが現状でございます。やっぱり民

間会社は民間会社ですから、それなりの経営状況も経営方針もあります。その中で合致しな

かった。落としどころというとなかなか厳しい中で、また引き続き言っていきますけれども、

やっぱり公平性という中で、熱川地区の方にはハイキャットを昔のように見せてやりたいな

ということは、自分自身思っております。 

  それで、一番難しいのは、例えば議会中継を生でやる場合ですね。ＩＫＣさんのエリアが

うちと伊東と熱海、湯河原まであるんですね。そうすると、うちをやると全ての議会の生中

継ということも言われておりますもので、生中継は厳しいからという中で、録画したものを

今まで夜間にやっていたんですけれども、今度は前の議長のあれで、日中やるようになると

大分見やすくなりました。 

  そういう中で、また今度できるまでは、今言われているような各種イベント、例えば熱川

の幼稚園の運動会とか、来ていますもので、多分放映しているが、いい時間帯にやっていた

だけないかということはＩＫＣさんのほうにはちょっと提言していきたいと思います。やっ

ぱり公平性が一番重要と。これがあれば、いざ何かあった場合でも、それを見ればすぐにで

きるということでやっておりますもので、これは引き続きまた話をしていきたいと思います。 

  また、そのように、議員も中に、じゃどうかと。これはちょっと検討、ここで即答できな

いもので、いろんな意味で。やっぱり議員活動の一環としていくことはやぶさかではありま

せんもので、とりあえずどういう現状かということは直接聞いていただければ、それはいい

のではないかと思います。そういう中で、議員を入れた中で、じゃ四者話したことがいいの

かなということになれば、それはやぶさかではありませんので、まず議員活動の一環として、

ちょっと聞いていただければありがたいなと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 
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（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） いろいろ努力をされているというのは、町も事業者さんも含めて感じ

られますけれども、ともかく町内で、同じ東伊豆町の町民であって、環境がやっぱり違うと

いうことがこれは問題だなというふうに思いますので、その環境をやっぱり同じくするとい

う努力はこれからも続けていっていただきたいなというふうに思いますので、話し合いを何

回でもやっぱり持つという、そういう強い気持ちで、この問題解消に向けて、町長、進んで

いただきたいなと思いますので、最後に、そのお答えをいただいて終了したいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この問題は、私も絶対解決したい問題でございます。その気持ちは変

わりません。しかし、やっぱりここでは言えないいろんな問題があるんです。この場で言う

とまたいろんな問題が出てきますもので、やっぱりいろいろと問題があります。それを解消

するのはなかなか難しいなと感じておりますので、できるだけ、楠山さんが言ったように落

としどころを、どこが落としどころか、そこは考えていった中で、これは末永くやっていき

たいと考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、熱川温泉の活性化にかかる町の協力体制についてを許

します。 

  １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） ３点目になります。 

  熱川温泉の活性化にかかる町の協力体制について。 

  以前から、熱川温泉の活性化策を提言してきましたが、実現に至っていません。現在は、

観光協会の事務局、あるいは宿泊施設等、観光関連事業者、こういう施設も本当にぎりぎり

の体制でやってきて、なかなか新しいイベントを取り組むという、その余裕がないのもやっ

ぱり現実としてあるのではないかなというふうに思っています。 

  そこで、以下の点について、観光商工課を中心に関連した担当部署で検討委員会等を立ち

上げ、支援していく考え方があるのかをお尋ねいたします。 

  その中で、１点目、熱川温泉は東伊豆町温泉郷で唯一、砂浜を持つ温泉地ですけれども、

７月、８月の海水浴客の利用しか活用できていないのが現状であります。そうした中、砂風

呂、地びき網、トライアスロン大会、こうしたもののイベントを開催を提言していますけれ
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ども、そんな中で、これらが実現になった場合は、最終的には地元の、例えば観光協会です

とか旅館組合等の組織で行うにしても、それまで町の優秀な職員の中でこれらの実現に向け

ての進みができないのか、協力ができないのかを、まず１点目としてお伺いします。 

  それから、２点目ですけれども、熱川温泉の中心地にあり、電車からも一望できる場所に

湯滝構想を提言しています。１点目と同様に補助事業として実現できるかを含め、支援体制

を行う考え方はあるのかをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 次に、楠山議員の第３問、熱川温泉の活性化にかかる町の協力体制に

ついては２点からの質問になっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、御質問の砂風呂、地びき網、トライアスロン大会等につい

て、実施段階では地元組織で運営していくが、形をつくるまでは町が中心となって協力でき

ないかとのことでございますが、企画立案をみずからできない団体が実施運営を自分たちで

行うのは難しいかと考えております。 

  熱川温泉については、平成24年度から工学院大学の西森研究室に、町が委託する形でイベ

ントを実施のほかに、さまざまな切り口で観光振興のためのワークショップを行ってきまし

たが、なかなか形になってこないのが現状でございます。 

  御質問にもありましたが、観光協会事務局も宿泊施設等の事業所も手いっぱいであるとい

うことは理解できますが、町内で開催されて成功しておりますキンメマラソン、またグリー

ンフォレストマーケット、また雛フェスなどにつきましては、それぞれの関係者が当時者と

して企画立案から実施運営まで責任を持って担っておりまして、町は足りない部分を支援し

ているにすぎません。 

  熱川温泉の関係者の皆様には、ぜひ熱意を持って、観光振興、地域振興に取り組んでいた

だきまして、具体的に解決できない問題があれば、それを町が補っていくという形が望まし

いと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目についてですが、熱川温泉の特徴は、あちこちから湧き出す温泉と湯煙とい

うのが衆目の一致するところですので、その特徴を生かした観光資源を整備するのはよいア

イデアであると考えます。具体的な整備の内容にもよりますが、県の観光地域づくり整備事

業補助金の対象になる可能性は十分あると思います。 
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  また、熱川・稲取の両旅館組合から観光に関する環境整備に充てるために、入湯税を引き

上げてほしいという要望が寄せられております。引き上げる際には、その使い道をしっかり

議論する必要がありますので、御提言の湯滝につきましても、その中で議論を深めていただ

きたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） キンメマラソン、それから雛フェス、いろんな事業を若い人たちが中

心となって企画立案をして、町のにぎわいですとか、観光振興も含めて経済振興につながる

ようなことを本当に積極的にやっているなと、感謝もしたいなというふうに思っています。 

  私も、昨日、キンメマラソンには、昨日でしたか、おとといか。すみません、日曜日、キ

ンメマラソンに、そういうことで、何らかの形で協力したいなということで、10キロ、飛ば

させていただきましたけれども、本当に雨の中だったですけれども、多くの人たちが来て、

すごい、地域経済にこれだけやっぱり活性化をすることを一般の人たちが考えてくれている

なということで、感謝をします。 

  町長おっしゃるように、本来は、やっぱりそういう民間の底の部分からスタートをして、

足りない部分を町が補うというのが理想だとは思います。それは私も役場の職員をやってい

た関係もあってから重々承知をしていますけれども、なかなかそこの場に持っていくという

のが難しい。難しいというか今まで困難で、その辺が進んでないなというふうに思っていま

す。 

  じゃ、町長にお聞きをしたいんですけれども、例えば民間の組織の中で、あるいは協議会

的なものをつくった場合は、役場の職員、例えば今言ったように砂風呂ですとか、いろいろ、

トライアスロンだとかというと、関係する部署が、走るほうですので、例えばトライアスロ

ンあたりだと、教育委員会がやっぱり担当するような部署かなということになってくると思

いますし、例えば湯滝構想だとかというと、やっぱり建設も伴ったり、あとは許認可関係な

んかもあったりしますので建設関係ですとか、あとは補助金だと観光施設整備事業、これら

の補助制度になってきますので、観光商工課がやっぱり担当になると思うんですけれども、

そういう部署の人たち、課長さんでなくてもいいんですけれども、担当者を協議会的なとこ

ろに、アドバイザー的な感じの中でから派遣をしていただくということはどうでしょう。可

能なんでしょうか。そこの点をちょっと１点目、お聞きをしたいと思います。 

  トライアスロンは、実際、スイムとバイクとランと３種類あって、幾つか種類があるんで
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すね。ロングトライアスロン、これはスイム3.8のバイクが180、ランが42.195ということで

すから、正式的というか、オリンピックでやる場合にはこういう距離は必要ですので、とて

もこの町でそれらが対応できるということじゃありませんけれども、その下がミドルトライ

アスロン、それからショートトライアスロン、スプリントトライアスロン、それからスーパ

ースプリントトライアスロンと５種類ぐらいがあるということで、大会によっては多少なり

とも距離が違うということがあると思うんですけれども、うちの町、例えば熱川温泉をスタ

ートして、砂浜でスイムをして、そこからバイクでスタートしたということで考えると、ス

プリントトライアスロンというその種目が、スイムが750です。これは、泳ぎの部分ですの

で、沖合のほうに距離設定すれば幾らでもできるキロ数だと思うんですけれども、自転車が

20キロ必要なんですね。 

  過日、私、熱川からずっと片瀬を抜けて白田へ入って、それから奈良本からずっと旧道、

大川へ抜けて、そこからずっと三井の分譲地、それから箒木山を目指してから走りました。

そしたら、おおむね20キロという、その数字というのは確保されるんですね。あと、ランが

５キロ必要になってくるんですけれども、これらについては、奈良本共有財産の管理をして

いる山林を、間伐をしたところが管理道ということですから歩きやすい、走りやすいような

状況にあるところがある。ここは、まだメートルはかってないんですけれども、そこも含め

て箒木山のほうまで走るということであれば、ランの５キロも可能性があると思いますので、

こうしたものを、例えば教育委員会あたりがトライアスロン協会あたりに言って、調査をし

ていただくとかという、そういう協力体制というのは可能なんでしょうか。 

  その辺のこと、それからあと、以前、私も観光商工課のほうにいたんですけれども、その

ときに地びき網が大体どのくらいで見学ができるのかということで、当時、たしか５万円ぐ

らいだったと思うんですけれども、伊東の業者がそのしつらいはできると。熱川の砂浜の形

状がどういうふうになっているのか、これは１回、試してみないとわからないと思うんです

けれども、そうした情報、資料的な提供をしていただくというのは、やっぱり役場のほうが

たけているし、優秀な職員、本当に多いですので、そちらのほうからできないのかなという

ふうに思っています。 

  湯滝なんかの場合になると、温泉の供給なんかも必要になってきますので、例えばボーリ

ング事業者が、町内でしたら２事業者ぐらい、小さい個人でやっている方を含めると３事業

者あると思うんですけれども、そういう人たちもアドバイザ―的な感じで中に入れて、協議

をして、それらが可能性があるのかどうなのか。そういう協議会を、なかなか町では難しい
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ということであれば、例えば民間の任意団体的な任意組織みたいな形の中でつくった場合、

それらについて職員の派遣をお願いすることができるのかどうか。その辺をお聞きしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、職員の派遣という話、これは中でやるのもやぶさかではないです、

これは。当然、町の活性化のためには職員の派遣がいいのか、側面から調べることはもちろ

んやります。しかし、やっぱり何といっても地元の熱意が、これは絶対やりたいという中で

なければ、町としても、やるかどうかわからないのにやっても、まずその熱意があるか、や

りたいよという熱意があった中で町がそういうことはやると、これはやぶさかではありませ

ん。 

  稲取に関しましては、稲取観推協というところがありまして、それが結構、稲取の漁港の

あたりのことも言ってきました。熱川にも熱川観推協というものがありますもので、それも

また活用した中でやっていただきたいと思いますし、さっきの西森教授がワークショップな

んかやっている中で、やっぱりその中でも、楠山議員が言ったようなことも、町の中の人と

やりたいとまた提案していただければ、西森教授もいろんなアドバイスをしてくれると思い

ますもので、何しろやっぱり地元の熱意というものがまず私は最初だと思う、再三言ったよ

うに。やっぱりそういう中でやれば、町としてはその側面から支援すると。ワークショップ

に、西森教授の熱川の観光振興、これは職員も行っております。やっぱり基本的には一生懸

命やっていれば、それを町に言ってくれれば、それは出すのはやぶさかではありませんもの

で、その辺は御理解願いたいと思います。 

  その中で、町もいろんな企画をいたします。一つは、自転車が伊豆スカイラインからうち

の町までやりたいなということを企画しましたけれども、結構、警察の問題がうるさくて断

念した経過があります。今の分譲地の中を通らなきゃいけなという中で、いろんな面の難し

いことがあったもので断念した経緯があります。そして、あとはやっぱり、道路使用という

のは町道なら出しますけれども、県道も使いますもので規制がうるさくてなかなかできない、

やりたくてもできないというのが現状でございます。 

  それで、地びき網も提案されましたけれども、熱川温泉を１回、調べたことがあるですが、

砂が流れまして、それとちょっと大きな石があるんですよね。そういう状況を踏まえた中で、

果たして地びき網が可能かどうか。あくまでも、何につけても、とりあえずは地元の熱意と

いうものがまず優先でございますので、楠山議員もこういうふうになりましたもので、積極
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的に熱川のほうにやって、提案していただいた中で、町の活性化をやっていただければ、町

も大変ありがたいと思いますもので、その辺は期待いたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） 自分の生き方というか信条みたいなものが、何もしなければ何も生ま

れないということで、行動しなかったら、やっぱりそこからやって、やっぱり反省も含めて

不可能という最終的に判断をして、断念をせざるを得なくなるということもいっぱいあると

思いますけれども、何にもしないで、やっぱり難しさを全面に出して後退をするより、やっ

てみようというのが自分の考え方ですので、その辺はこれからも意を強くしてから、前に進

みたいなと思っています。 

  前に計画されたものが、県道等使用するとなると、やっぱり使用の部分で大変になると思

います。私、今回、そういうことも考えて、なるべく県道やあるいは国道を閉鎖するような、

そういうコースじゃなくて、こういう形だったら、ほとんど町道を使って実施ができるのか

なということを考えながらコース設定をさせていただきました。 

  地元の熱意ということですので、これからまた観光協会ですとか旅館組合と、ちょっと話

し合いの場を私も持たせていただきたいなと思っていますので、個人的には何人か組合長さ

んですとか、そういう方たちにも確認をして、ぜひこういう提言をしていただきたいよとい

うことで了解はいただいていますけれども、やっぱり総意としてこれらを進めていくという

ことが必要でしょうから、その辺はこれからも投げかけていければなと思います。 

  湯滝構想は、やっぱり熱川は温泉が豊富だということが売りの一つになっているんですね。

日本で１位、２位を誇る集客力のある草津温泉は、町の中心に湯畑というシンボル的な、そ

ういう温泉の施設があって、そこにお客さんも集まってくるという状況になっているんです

ね。 

  熱川を見ると、湯滝を私が提案しているところが熱川のちょうど中心地にあって、お客さ

んも集まりやすいという、そういう状況にもありますけれども、とにもかくにも伊豆急の電

車から湯滝が見えるという状況がつくり出せるんですね。そうすると、そこでもうもうと上

がる湯煙、それを見て、電車の利用者たちが、あれ、何というふうな、やっぱり興味を示し

てくれる。そういう施設になるんじゃないかなという、私は期待感を持って、何かないかな

と考えたときに、湯滝構想が生まれました。 



－28－ 

  こういうことは本当に初めにやらないと、例えば資金力のあるどこか温泉地が、近くの温

泉地が、例えば熱海温泉あたりが、じゃ先に湯滝、やっちゃおうよといってやられると二番

煎じ的になりますので、これらはマスコミも含めて、一番最初ということは、そういうとこ

ろに取り上げてもらう機会もやっぱり多くなると思いますし、旅番組も含めて、情報提供が

できる材料になるなというふうに私は思っていますので、ぜひ、これは町の協力をいただか

ないとなかなか前に進まないという状況ですので、以上も含めて、ちょっと町長の考え方を

お伺いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には楠山議員と全く同じです。やっぱりチャレンジしなきゃ、

今の時代ね。やっぱり何かやらなきゃまちおこしはできませんもので、やっぱり何かをやる。

この気持ちはすごい大事だと思います。その気持ちを忘れずに、また議員活動をやっていた

だければ大変ありがたいと思います。やっぱり町といたしましても、この中の閉塞感、これ

を打破するために何かをしなければ、そういう考えをしなければこの町が成り立っていかな

いもので、やっぱりそういう考えのもとに、議員活動をしていただければ大変ありがたいと

思います。 

  それから、湯滝構想も、楠山さんが議員になる前から、四、五年前に聞きました。その中

で、ある程度聞いたけれども、それが盛り上がってこないというのはいかがなものかと私は

考えております。それなので、やっぱり今度は楠山さんが立場が違った中で、そういうこと

でまた協会に言ってくれれば大変ありがたいと思います。また、私もそういうことを聞いて、

あるとすばらしいなということは感じましたもので、それで今度、立場が変わった中で言っ

ていただければ、また違った側面が出てくるのかな。それに対する、それがまとまった中で、

できるものは支援してまいりたいと考えておりますもので、そういう中でまた議員活動をし

ていただければ大変ありがたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） 昔は温泉があるところが、やっぱり観光地としてお客さんが集まって

きたという背景があったと思うんですけれども、今、本当に人工的につくり出される遊園地、

テーマパークも含めて、そうしたところも本当にいっぱいできて、あるいは地域の伝統文化

も含めて活用するところ。ですから、日本全国総観光地化とよく言われるんですけれども、
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本当にそういう状況下にあると思うんですね。やっぱり観光客というかお客さんをいろんな

ところから取り合う状況というのは、これからも変わっていかないでしょうから、必要な場

合は、やっぱりそういうところというのは、市町は本当に大きなお金を投資してでも誘客を

図っていくということをよく耳にします。 

  今回は、こらっしえも事なきを得てから、ああいうふうなことになりましたけれども、ぜ

ひ、町長判断に最終的にはなって、議会にももちろん相談をしていただかなければならない

と思うんですけれども、観光振興、経済振興につながるということになれば、ぜひ、町長、

英断を振るってそこにお金を投資するという。町の財政も本当に厳しくてなかなかやりくり

がつかずに、あっちもお金が必要、こっちもお金が必要という状況下はやっぱりわかります

けれども、ぜひ必要なときには、やっぱりそこに投資をするというお考え方をお持ちかどう

か、最後、これでお答えをいただいて終了したいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 自分は、いつも金がない、金がないと言っております。しかし、英断

するときはします。やっぱり、これをやらなきゃ町が潰れると。潰れるといえば言い方がお

かしいが、どんどん閉塞していくときは、やっぱり英断して、町としては稼がなければいけ

ませんから、稼いで何ぼで、稼いでというかお客さんにいっぱい来てもらって、落とした金

でいろいろ福祉とかいろいろやりますもので、英断はいたします。 

  その中で、強い気持ちで、これが町の活性化につながるとなれば英断した中で、また議会

の皆さんにも御理解願えた中、町の育成、お客にいっぱい来てもらって、お客さんにいっぱ

いお金を落としてもらって、そのお金でこの町の福祉、いろんなことをやっていく。そうい

うことを考えております。英断はいたしますもので、そのときはまた議会の皆さんと相談し

ながら事業は進めていきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、１番、楠山議員の一般質問を終結します。 

  ここで、11時10分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時１０分 
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○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 鈴 木   勉 君 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員の第１問、入湯税の引上げ要望についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまは、新しく議員になられました楠山議員から大変すばらしい一般質問を聞くこと

ができまして、本当に私も驚くと同時に、これからの議会について、非常にこの４年間で議

会改革がまた進むのではないのかなという期待がございます。 

  しかしながら、そういう期待と同時に、新人の楠山さんがこれだけの質問をするのに、年

長者である私もこれに負けずに頑張っていかなければいけないなという、そういう気持ちに

はさせていただいておりますけれども、よろしくお願いいたします。 

  それでは、第１問、入湯税の引上げ要望についてを伺います。 

  少子高齢化、情報化社会、価値観の多様化により旅行の形態が変わり、団体旅行から個人

旅行になり、宿泊人員は年々減少しております。また、防災、消防関連の法令の厳重化など

宿泊業界にとっては厳しい現状を迎えております。来湯客や宿泊客を増やすには、東伊豆町

固有の特色を生かした観光の拠点やまちづくりが必要となってきております。いち早く、地

域の基盤整備に取り組んだ熱海市や三島市では、宿泊客が増えておるのでございます。活力

ある温泉地、観光のまちづくりを目指していくには、新たな財源の確保が大変重要なことで

あります。 

  そこで、熱川・稲取旅館組合観光協会からの要望書への対応についてをお伺いいたします。 

  要望書に対します町長の考えはどのようなものですか、お聞きします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第１問、入湯税の引上げ要望についてお答えいたします。 
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  入湯税につきましては、熱川・稲取の旅館組合より、その引き上げに関する要望書が提出

されました。その主な内容は、観光地としての競争力を高めるためには、観光の拠点づくり

や景観づくりなど環境基盤整備が必要であり、その財源確保のために入湯税の引き上げを要

望するものとなっております。 

  誘客のマイナス要素となりかねない入湯税の引き上げ、その影響を最も受ける旅館組合が

要望するというのは、現場の皆様の強い危機感のあらわれであると重く受けとめております。

環境基盤整備やその財源確保の重要性は町といたしましても認識しておりますので、入湯税

を引き上げた場合の問題点やその使い道などについて、議会の関係者の皆さんと協議検討し、

結論を得ていきたいと考えておりますので、御理解をお願いします。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 私のほうが認識不足もあるんですけれども、ちょっとお聞きしてい

きたいんですけれども、平成31年度の当初予算によると、入湯税は１億2,000万も計上され

ているわけでございます。この金額は、一旦は一般会計に繰り入れされるわけだと思うんで

すけれども、この入湯税はどのような事業に使われる予定かどうか、それがわかればちょっ

と教えていただきたいなと思いますけれども、よろしくお願いします。課長の答弁でも結構

ですよ。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） 平成31年度の当初予算における入湯税の使い道ですけれども、入

湯税そのものが目的税ということで、まずは環境衛生ということで東河環境センターの分担

金、それから消防施設ということで、これにつきましては、ただいま駿東伊豆消防組合の負

担金に対する充当と。それから、最後に観光施設の整備及び観光振興ということで、この３

つにそれぞれ充当というふうな形になっております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとね。 

  使い方によっては、確認させていただきましたけれども、目的税としてはそういうところ

だと思っておりますけれども。 

  ６月３日の総務経済の常任委員会での課長の説明でも、平成２年の191万人をピークに減
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り続けまして、平成30年は先ほど町長が言われたみたいに75万人。これを平成２年の190万

人とすると、一応60％の減少。平成10年ですと46％の減少、約半分になったということです

よね。10年前の平成20年に比べても30％の減少をしているという、これは数字の中のあやな

んですけれども、この30年間で半分以下になってしまったというものについても、各旅館、

各観光協会も一生懸命イベント活動を行ってきたというのは、私も承知しておるわけなんで

すれども、自分のことなんですけれども、私もこの町で商売をさせてもらっていましたもの

ですから、微力ではありましたが、観光イベントにも約30年ぐらいですか、参加、協力をさ

せていただいておりますけれども、それからあとまた20年ぐらいたった今を考えると、本当

にこんなにお客さんが減ってしまったんだなという、何か数字の上では実感できるわけです

よね。 

  商売していますと、自分の商売の率というのがありますから、年々、売り上げが低くなっ

てきて、商売が継続できなくなって廃業に結びつくという。それもまた経験しているわけな

んですけれども、こんなにお客さんが少なくなってしまったのかなという心配も、驚きと同

時にしているわけなんですけれども。 

  今度の提出されました要望書は、お客さんが少なくなっている、この現象に歯どめをかけ

まして、何とかお客さんを増やしていきたい、その対策を立てたい。私は、そういう内容だ

ろうと、要望書の内容を理解しているわけですけれども、町長はどのような、要望書の内容

を見て感じておりますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 昭和、190万人が75万人、これはやっぱり何といっても、旅行形態が

変わったということ、さらに全国の観光地化という中でも奪い合い。それで、やっぱり自分

がなってからは3.11がなければ、3.11が転機で客数も減りました。さらにはリーマンショッ

クがありました。やっぱりそこでがくんと減る。観光というのは、やっぱり経済に左右され

るんだなということを、そのときはつくづく感じました。やっぱり景気がよければ、観光地

は当然、一般の国民が、来てくれますので、やっぱり観光というのは経済に左右されるなと

いうことは十分感じた中で、やっぱりうちの町は観光に依存する町ですから、それなりにや

っていかねばならない、そういう考えで今、いろんなことをやっています。 

  何よりも、今の若い者は東伊豆町、稲取温泉、熱川温泉、ほとんど知りません。やっぱり

そういう中で、今、一生懸命頑張って、それをいかに若い者に知らしめるか。そういう中で

大学との連携協定を結んでおります。その中で、ＳＮＳとかいろんな中で、東伊豆町、稲取



－33－ 

のよさ、熱川温泉を若い者に知ってもらうためにやらなければならないと考えておりまして、

そういうことで今、大学連携をやっている中で、大学の連携で行ったときも、学長とかいろ

んな人が「ＳＮＳで東伊豆町を知らしめる方法で頑張りますよ。また、学生にもそのように

指導して、また学生たちも頑張ると思います」と力強い言葉を得ましたもので、すぐには影

響が出るかわかりませんけれども、二、三年先にはある程度、若い者にも東伊豆町の知名度

が上がってきた中で、多少、そういう人が増えるのかなということは期待しているところで

ございます。 

  この要望書につきましては、やっぱり基本的には、年々、観光に対する助成金が減ってお

ります。やっぱりこのままでいけばお客も減って、財政がどんどん減少している中で、一つ

の防衛策といたしまして、やっぱり観光に特化した、ある程度の中のものは上げて、それを

ある程度基金としてやっていきたいという中でございますので、あくまでも町としても大変

ありがたいのは、やっぱり自己防衛です、自分の防衛。やっぱり自分たちの商売、これをい

かに今後、継続していい方向にやっていくかという中でこの要望書が出てきている、そう感

じておりますもので、この要望書に対しましては、真摯に町に対して考えているな、そうい

う感想でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） この時代の流れの中で、町長、人口減少というのは全国的な減少だ

ろうと私、思うんですけれども、本当に我が町にとっては観光業というのが経済的な中心で

はないですか。この衰退、これが私は非常にこの町の人口の減少の要因ではないのかなと思

うわけなんですよ。何回も人口減少対策については質問もしておりますし、町のほうもいろ

いろと対策を練ってきてくれていることはわかっているんですけれども、やはりこの町の中

心の経済力を持っている観光業を立て直していくということを大事にしていく。これを、本

当にみんなで努力して育てて、もとのような形は無理にしても、それに近いようなものにし

ていくという、そういうものに私たちも努力していかなければ、この町の人口は増えないな

という気がするんですよ。 

  実際、自分の子供を育てたのが40年の半ばから50年にかけて、それから学校のＰＴＡの会

長なんかもやらせてもらった時代なんかは、非常に子供たちが多くて、旅館で働く人たちの

従業員の子供さんたちが非常に多かったわけなんですよね。ですから、町の経済もその人た
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ちに非常に恩恵を受けて育ってきたというものが、育まれてきたのが現実だったんですけれ

ども、現在の形を見ますと、観光業の衰えと同時に、町経済の相対的なお金がなくなってき

ているというのが現実でないのかなと思うんですよね。ですから、何とか、私もこの要望書

についてはしっかりと応援をしていきたいなという気持ちでございます。 

  先ほどの行政報告の中でも、町長は、「これからは観光地としての魅力を高める必要があ

り、今後は環境整備が非常に重要なテーマとなっていることから、必要な財源の確保が重要

な課題である」とありましたんですけれども、やはり観光業界の方たちも地域の価値観も上

げることと、魅力ある観光地づくりをしていかなければお客さんには来ていただけないんだ

と、そういう発想の転換をしているわけなんですよね。訪れてみたい東伊豆町にしたいと。

お客様に選ばれる観光地にしたい。しかし、では何をすればいいのか。あれもしたい、本当

にこれもしたい、自分では本当に、ごめんなさいね、なかなかこういうアイデアは出てこな

いんですけれども、業界の方たちはそれなりに考えているんじゃないかなとは思うんですけ

れども。 

  今度のこの要望書の内容にも、やはりいろいろな企画を立てていくにも財源がないんです。

本当に観光業界にしてみれば非常にリスクを伴う、僕は、形じゃないかなと思うんですよね。

今のままでじり貧になるのか、ここで入湯税の引き上げをして、その財源をもとにして地域

づくりをしていく、どちらがいいのかどうか。私は、今度の決断は、やはりリスクを伴って

までも地域づくりをしていきたいと、そういう形ではないのかなと思うわけなんですけれど

も。 

  ここで、町長にお聞きしたいのは、要望されております引き上げ分100円については一旦、

先ほども課長のお答えじゃないんですけれども、一般会計に入ると思うんですよね。それを

繰り入れた後に、観光振興に限定して活用するとかという、観光基盤整備、基金の設立を提

案したいと思いますけれども、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 昨日、ちょうどジオパークの総会があったときに、私、びっくりした

のは、普通の人、それで観光に特化する町のグラフがあったんですよ。それで、伊豆の国市

が大体、平均ですよ。それで、うちの町は観光に特化するトップになっているんですよ、断

トツで。そういう意味で、うちの町はやっぱり観光の産業がある程度やらなきゃ、この町の

活性化はないんだと、そのとき本当に感じました。 

  その中で、今回、稲取・熱川の両旅館が、本当にこれ、決断ですよ、入湯税を100円上げ
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るということは。この中じゃ、これがいい方向にいくかどうかわかりません。これはやっぱ

りある程度、東伊豆町の温泉地を何とかしたいと。そういう中で、財源が、だんだん税収が

減っている中で、そういう観光に対するお金をやりたいという中で決断した中で要望書が出

てきました。 

  そういう中で、全協で言ったように、多分基金の方向でいくんではないかと私は考えてお

ります。その辺はちょっと、観光課長から詳しいことは説明いたさせますけれども、一応、

全協では、９月までにいろいろなことを考えた中で、どの方法が一番いいかといったことで

検討した中で、議会の皆様に、その辺はまた知らしめていきたいと考えておりますもので、

私は基金とすればいいのかなとは考えておりますけれども、それは私個人の考えでありまし

て、やっぱり皆さんがどういう考えをするか。それはやぶさかではないと。 

  その辺、中身を観光課長から答弁させます。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） ただいまの入湯税引き上げ分の管理の関係ですが、仮に入湯

税を引き上げた場合には、一般会計と別にしっかりと管理をして、何に使用したかというこ

とをはっきり説明が町にもあるというふうに考えております。 

  議員の御質問の今、基金の関係でございますが、既に以前、環境に目的を特化した基金が

設立をされておりまして、今は休眠状態というか、そこに毎年、財源を積み立てるようなこ

とはしておりませんが、条例の内容等、これから話し合っていく内容が合致すれば、今ある

基金を活用して、その基金に積み立てることが可能ではないかというように考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 課長、ありがとね。 

  そういう答弁が聞かれるという形は、非常に私にとっても、観光業界の人たちにとっても、

頼もしいような形がするわけなんですよね。今まで自分たちも協力してきたんですけれども、

イベント活動ではお客さんがもう来ないんだという考え方の中で、旅館を経営したりする人

たちの考え方が変わってきたという、そういう中では今度、今の75万人でも100円の値上げ

では7,500万という大きな金額になるわけですよね。非常に町としても、本当は今の入湯税

の使用目的を避けていたんですけれども、それについても、今の入湯税の金額だけでは足り

ないんだと。それに一般会計のほうから繰り出しをしているんだ、そういう状況がこれから



－36－ 

は出てくるんじゃないかなと私も心配するわけなんですよね。景気の低迷と同時に、一般の

税収が減ってくると、私はそういう危惧もしているわけなんですけれども。 

  そういうものを踏まえながらも、先ほど言ったみたいに、町の経済の基盤になる、そうい

う事業には、やはりしっかりとした基金をつくっていただいて、先ほどの課長の答弁のよう

に、しっかりとそれを管理していただいて使っていただきたい。そういう気持ちで町長には

お願いしたいなと思いますけれども、以上で私の質問を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の大体、そういう中で全協で言ったように９月までにはそう

いう結論を出しますもので、議会から、鈴木議員から、こういう要望があったよとかいった

中で会議に臨んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 第２問、町長の政治姿勢についてを伺います。 

  風力発電修繕工事に関する事務調査特別委員会報告書の内容を把握し、今後、どう対応す

るのかを、以下の点についてお伺いをいたします。 

  １点目、議会へ今まで以上に徹底した連絡説明が求められております。それに対する町長

のお考えをお聞きします。 

  ２点目として、今後、町長と議会の話し合える環境づくりを提案いたしますが、いかがで

しょうか。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第２問、町長の政治姿勢は２点からの質問となっておりま

すので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、行政報告でも申し上げたとおり、このたびの風力発電修繕

工事に関する事務調査特別委員会の報告に対して、町民並びに議会の皆様に多大なる御迷惑

をおかけしたことにつきましては真摯に受けとめ、反省の念と信頼回復に向けて、全力で取

り組んでまいる所存でおります。 

  先般、議員改選に伴い、議会全員協議会の開催をお願いいたし、今年度の主要事業や懸案
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事項について御説明をさせていただきました。今後も新たな事業や重要案件等に取り組む際

には、事前に議会全員協議会を中心に相談させていただくとともに、報告・説明を徹底し、

情報を共有しつつ、事業を推進してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいた

します。 

  次に、２点目についてですが、議会と私どもが話し合える環境づくりに対する御配慮と御

提言には深く感謝を申し上げるところでございます。先ほどにも申し上げたとおり、基本的

には議会全員協議会を通じまして、町政を進めていく上での重要事項等につきましては、議

員の皆様に御説明させていただき、協議の上、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 今回の風力発電の修繕工事の事件は、やはり行政運営においても非

常に好ましくないと私は思うわけでございます。本当に町の信用を損なうものではないのか

なと思っております。本当に二度とこのようなことは犯してはならないことで、私も、して

はいけないと思っておりますので、よろしくお願いしたいなと思います。 

  事務調査の特別委員会の報告書の内容を見ますと、平成30年９月７日に見積もりをとり、

11日にメールで修繕を発注したと。修繕工事は11月９日に完了したんだと。にもかかわらず、

課長はなぜ、修繕工事の請負書、完了検査復命書の日付の調整をしてまででも、つじつま合

わせをしなければならなかったのかなと、私は思うわけなんですよね。このような原因を、

なぜこういうことが起きたのか。本当に修繕が必要になったときに、議会に報告して相談が

できなかったのかなと、私たちも反省するわけなんですけれども。 

  町長にも伺っていきたいのは、こういういろいろな要因があろうかと思うが、私なりに、

起きてしまった原因としては、やっぱり町長が議会に対して説明する全員協議会を開く、こ

の回数が私は足りなかったんじゃないのかなと思うわけなんですよね。やはり全員協議会を

開いていただいて、その場で。９月から、この事件が起きたとき、９月７日に見積もり、こ

れから推測すれば、９月の初めあたりに事故が発生したのかな、落雷事故が、ちょっとそこ

ら辺わからないんだけれども。そういう状況の中で、風力の特別会計だから、こういう事故

が起きましたという説明が全協であればよかったのかなという気がするんだけれども。 

  そこで、町長には、全協が少なかったんじゃないのかなという話を伺いたいわけなんです

けれども、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） これは、私の監督不行き届きでございます。この問題は、私は前回で

終わっているもので、第二の人生がありますもので、一区切りつけたいのが現状でございま

す。そして、新たな気持ちでまちづくりをやっていきたい。その中で、何回も言ったように、

これは本当に起こしてはならない事件でございます。これは真摯に受けとめて、私含めた職

員全員もこのようなことは二度と起こさない、そういう心構えでおります。 

  その中で、私が言ったのは、本当に申しわけなく、３月の末でしたか、私としても、日に

ちも忘れてしまいました。それだけれども、ふだんも特別会計におきましては、今までの全

ての段階において全員協議会を開いた中で、ここがとまったからこういうことをやりますよ

とはやっておりませんでしたけれども、今後、こういうことに関しましては、これを一つの

反省点として、それは全協がいいかどうかはわかりませんけれども、議長のほうに風力発電、

こういう状況ですということは報告した中で、全議員に知らせてもらえばいいかなとは今、

考えております。 

  風力発電の関係も、特別会計はこれは私の監督の不行き届き、これは何回も言っています。

その中で今回の事故の反省といたしまして、ある程度、全員協議会がそれがいいかどうか、

その案件の大きさによります。それだから、今回の件に関しましては、こういう大きさは議

会のほうの議長のほうに一応、今、風力の関係はこういう状況でということ。これからは報

告はしていきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 今の町長の答弁を伺っても、私がなおさら思うんですけれども、こ

れからじゃなくて今まで起きたときの現象。ごめんね、この事件が起きたのが、９月７日に

見積もりとったという内容になっているんだけれども、ごめんなさい、これ、報告書の中な

んです。これは町長が知らないことはいいんですよ。そうではなくて、課長なんかも、常に

こういうものを、町長が全員協議会でも開いたりして、議員に説明するという回数がもっと

多かったら、こういうことが起きなかったのかなと私はちょっと思っているということなん

ですよ。 

  だから、今までは、非常に自分は議会運営委員会の委員長をやらせてもらったりもしたん

ですけれども、やはりそういう意味では、私はもっと何があっても、課長にもちゃんと連絡

しておいて、ちゃんとお金のかかることは、補正予算をつけることについては、全員協議会
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でこういう案件だよということを説明するよとかというものも周知していたならば、こうい

うことも起きなかったのかなというのが反省点なんですよ。 

  ですから、これからは、やはり私は町長に求めるのは、何事があっても、申しわけないん

だけれども全員協議会を招集して、私は説明をしていただきたいなと思うわけなんですよ。

これからですよ、これを二度と起こさないためには。どうですか、町長、回数を増やして説

明していくというのは。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 気持ちはわかるけれど、修繕も何百回もあるんですよ。そのたびに全

協で、果たして、それがいいがどうか、私はちょっと今、疑問です。確かに重要案件に関し

ましては、それは全員協議会はやります。しかし、全ての修繕に関しまして、一々全協を開

いて説明するということはなかなか、町も大変だし、また議員の皆さんも大変だと思います。

修繕なんか、本当５万からありますよ、ずっと。それを全て修繕に関しまして全協を開催と、

そういう要望でございました。やっぱり、その案件によりましても、町といたしまして、こ

れはやっぱり必要だから全員協議会、今後はきめ細かくやっていきたいと思います。 

  それと、補修も今言ったように、とりあえず、風車に関しては今、とまっているけれども、

こういう状況でございますよということは、これは全員協議会を開かなくても、一応、議長

のほうには説明いたしまして、そして皆さん方に承知しておいてもらいたい。工事なんかや

りませんよ、基本的には。今回は、工事なんて絶対いけないことですから、それが起こった

ことだと。多分、それは擁護するわけじゃありませんけれども、課長だって、一般会計から

繰り出す必要はないと、今回、時間を置くと。 

  もうこの事件、終わりにしたいんです、はっきり言って。終わったことをまたやることは、

これを反省としてどうやるか、それならわかるんだけれども、そういう中でやってもらった

中で、やっぱり全員協議会はこれからも、今まで以上に開くことはわかります。しかし、全

ての修繕とかできませんもので、案件によってこれはやっていきたい、そう考えております

もので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 私が今、町長に求めているのはこれからの対策なんですよ。今まで

のことを引きずるんじゃなくて、その反省を踏まえて、これからは議会運営と町長と仲よく
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やっていきましょうよという形の中で質問しているつもりなんですよね。本当に、議会と町

長が余り仲よくなかったら、やはり行政運営には支障が出るんじゃないかなと思うんですよ

ね。やはり自分たちは何があっても、町民のために、町の発展のために私は議員をやらせて

もらっているつもりでおるわけなんですよね。町長だって、そういうつもりで町長職をおや

りになっているんじゃないかなと思うわけなんですよね。やはり町政の混乱を避けるために

も、議会と話し合う機会を増やしていくのは、私は大事なことじゃないかなと思っておるん

ですよ、これからは。今までのことをとやかく私は言っているわけじゃないんです。これか

らのことを、やはり大事にしていきたいと、そういう気持ちで話しているわけなんですよね。 

  できれば、全員協議会とかというの、町長の招集でありますから、僕たちはその都度、招

集があれば出ていきますよ、議員の務めとして。それを町長も、それじゃ大変だよという形

の中であるならば、そういう公式じゃなくして、全員協議会みたいな公式じゃないんだけれ

ども、やはりそういう情報を私たち議員に伝えていただける、話がしていただけるような場

所を、機会をつくっていただきたいなと私は提案をするわけなんです。いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 壇上で申し上げたように、やっぱり町と議会との話、全協で私は考え

ております。それなので、反省といたしまして、議会全員協議会も回数が多くなると私は考

えております。やっぱり、ある程度のことは議会に知らせなければならないと考えておりま

すもので、ただ、その一例として、特別会計、いろんな修繕工事、じゃどこまでの金額、金

額ではなくて、やっぱり重要。これが故障したことによって、町民全体に対する影響力。や

っぱり金額ではなくて、その辺のことになれば、それは議会全員協議会を開いた中でこうい

う事項がある、これだけの町民に対する影響がありますよと。そういうことはやぶさかでは

ありませんもので、その中で鈴木議員が提案したように議会との話し合う場、全員協議会、

今まで以上に、もしかしたら開催させていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長、今の答弁のようにお願いしますよ。先ほどの、１番、楠山議

員じゃないけれども、新たに私たちは一応、無投票ですけれども、この４年間という議会を

託されたわけなんですよね。そういう意味では、やはり町長と議会と一つの接点というもの

を大事にして、仲よくやっていきたいなと。町長と議長と僕らの議員と３つの輪になって、
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何とかこの町を発展させていきたいと、それをお願いする。今日は、私は質問終わりたいと

思いますので、よろしくお願いしますよ。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 鈴木議員、本当にありがとうございます。 

  やっぱり、当局と議会がある程度一緒になって、もう何回も言っているような情報を共有

した中で、今後、まちづくりをやっていきたいと考えております。それで、ある程度、軽微

という言い方はおかしいですが、それは議長にある程度、報告しておきます。また、議長と

相談しながら、これは全協を開いたほうがいいよといえば全協を開催させていただきますし、

そういう中で、よりよいまちづくりをまたやっていきたいと思いますもので、議会のほうも

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、12番、鈴木議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時４６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 栗 原 京 子 君 

○議長（村木 脩君） 午前に引き続き一般質問を行います。 

  ５番、栗原議員より、一般質問で掲示板の使用の申し出がありましたので、これを許可し

ます。 

  ５番、栗原議員の第１問、終活についてを許します。 

  ５番、栗原議員。 

（５番 栗原京子君登壇） 

○５番（栗原京子君） こんにちは。 
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  今回は、２問通告をいたしました。 

  両方とも、命にかかわる少し重たい内容にはなっておりますけれども、特に、１番はこれ

から、終わりを考えることによって、今をよりよく生きていただきたいという思いでの質問

になっておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

  それでは、１問目、お願いします。 

  終活について、 

  終活とは、人生の終えんに向けてどのように生きていきたいかという望みを形にし、前向

きに準備をすることで、今をよりよく生きていくための活動であります。 

  世界一の長寿国である日本において、核家族化が進み、経済的にも自分の終えんに不安を

感じる人や、子供たちに負担をかけたくないと考える人が増えています。そんな不安を解消

する１つの方法として生まれたのがエンディングノートといわれるもので、書店で販売され

関心を呼んでいます。 

  自治体による終活支援が広がりつつある今、東伊豆町においても高齢者の終活をサポート

していくことは大切と考え次の点を伺います。 

  １、終活セミナーなどを開催し、意識啓発をしていくお考えは。 

  ２、東伊豆町版エンディングノートを作成するお考えは。 

  ３、みずからの終末医療をどうしたいのか、その意志を元気な時に明らかにしておくこと

も終活の大事な１つと考えるが、いわゆるリビングウィルの周知を積極的に行うべきと考え

るがいかがか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第１問、終活については３点からの質問ですので順次お答

えいたします。 

  １点目についてですが、以前認知症カフェにおいて、成年後見制度を含む終活についての

セミナーを開催した経緯があります。一般町民向けには、今後要望があれば対応していきた

いと思います。 

  次に、２点目についてですが、エンディングノートとは、高齢者の方が人生の終末期に迎

える死に備え、延命措置や介護内容の希望、財産情報や葬儀方法の希望、相続の考え方など
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を書きためるノートのことであります。現在、東伊豆町版として作成する考えはございませ

ん。 

  次に、３点目についてですが、今後増えることが予想される独居高齢者の方の医療や介護

に対する意思確認など、情報を得るためのリビングウィルについては周知を図る方向で考え

たいと思います。 

○議長（村木 脩君） ５番、栗原議員。 

（５番 栗原京子君登壇） 

○５番（栗原京子君） 今、町長のほうから、セミナーは認知症カフェでやったことがあると

いうことでそのときの反応というか、反響というか、人数的なものなどがわかれば、教えて

いただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 認知症カフェで行ったセミナーということで、参加人数に

ついては10名程度になります。 

  それから、そのときに、成年後見制度、要するにそういうものの制度説明も一緒というこ

とで、特に、終活ということで、ピックアップして、こうです、ああですという意見があっ

た内容はございません。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ５番、栗原議員。 

（５番 栗原京子君登壇） 

○５番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  成年後見制度についての説明が主だったようであります。今、この終活という言葉ですけ

れども、これは正式な言葉ではなくて、人生の終わりについて考える活動を略した造語であ

ります。 

  団塊の世代が定年退職を迎えた2009年ごろからだんだん広まっていて、皆さんも１度や２

度は耳にしたことがあると思います。自分の人生の終わりに向けて、今までの自分の人生を

振り返って、また、新たにこの先どうしていきたいかというのを改めて考えていくという、

そういう活動であります。 

  その終活のメリットとしては、主に３つの点が挙げられているそうでありまして、１つが

自分の意思、その書いた御本人の意思がその家族に伝わって、老後の生活が前向きになる。

２つ目が残された人生が充実すること、時間が有効に使えること、３つ目が亡くなった後の
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トラブルを回避できるということであります。 

  やはり、皆さん、関心は高いので、自分、この先どうしよう、また、最悪亡くなった場合

はどうしようということは、だんだん気にして、不安に思っている方も多くいらっしゃると

思います。 

  そのときに、何かメモというか、形に書きとめておくというのは、とっても大事なことだ

と思いまして、先ほど、町長が東伊豆町は今つくる予定はないとおっしゃっていましたけれ

ども、それに有効な手だてとして、このエンディングノートというものがあります。 

  これ、自治体版エンディングノート、もう、結構、書店でも一般のもの、売られているん

ですけれども、自治体でも高齢者向けに発行して、また、ホームページからダウンロードが

できるようになっているものもたくさん出ています。 

  今、掲示板のほうに張らせていただいたのが、大阪の堺市南区のエンディングノートであ

ります。これ、いろんなところを見てみたんですけれども、ここのものが非常に内容的にい

ろんな部分が網羅してあって、これは主だったものだけが張ってあるんですけれども、実は、

結構厚い冊子になります。このぐらいのものです。これ、取り出して張りつけたんですけれ

ども、本当に、この各本人の方の今までの過去のこととか、プロフィール、また、現在の治

療しているものとか、自分はこんなことが好きだよという本当に個人的なこと、また、親戚

にどういう方がいる。住所とか、連絡先、また、家系図なんかもついているんです。 

  その介護について、自分は年とってきたら、こういう介護を受けたい。また、こういうこ

とはしたくないとか、また、最後の医療についても、こういう医療を受けたいんだという、

先ほどのリビングウィルのことなんですけれども、そういう希望なんかも書き込めるように

なっています。 

  もちろん、法的な効力はないんですけれども、でも、これを書いておくことによって、本

人もそうだし、また、後に残された家族が、本人はこういうふうに思っていたんだ、こうい

うふうに考えていたんだなということを確認できる手だてになりますし、とてもこれは有効

なものではないかなというふうに思います。 

  やっぱり書店では売っているんですけれども、じゃあ、買ってわざわざ書くというのもな

かなかあれで、また、高齢者の集まるときなんかに、町、東伊豆町版のがあって、配ってあ

げたりすると、そういう取り組むきっかけになるんじゃないかなと思って、これは検討をい

ただけたらなというふうに思います。 

  例えば、終活、全般的になんですけれども、じゃあ、どんなことをしていけばいいのかな
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ということで、１つはやっぱりこういうエンディングノートを書く。また、遺言書を書く。

これは正式なものですね。法的な効力があるものであります。あとはまた、葬儀とか、お墓

のことについて、決める。また、家族に伝えておく。また、今回はセミナーとエンディング

ノートについてを取り上げたんですけれども、セミナーでそういうことを、こういうことを

準備というかな、自分でちょっと、書きとめておきましょうねという意識啓発をしていくこ

とも、とても大事なことであると思います。 

  自治体版のエンディングノート、または終活支援等が広がったきっかけは神奈川県の横須

賀市が結構有名でして、ここで、横須賀市で高齢者のおひとり暮らしが多くて、孤独死がだ

んだん増えていった背景がありまして、何とか、故人の方の意思が、亡くなったときに反映

できないものかということで、亡くなったときはこうしてもらいたいという希望を聞いて、

例えば、お葬式をこういう形で上げてあげるとかというのを生前に葬儀会社と契約を結んで

あげたりというのを、市役所が間に入ってあげて、手続をとってあげたというのが、最初だ

そうです。 

  そうしたら、思いがけず、高齢者、その生活困窮者が最初は対象だったんですけれども、

そういう方だけではなくて、生活困窮者じゃない方も、また、そんなに高齢者じゃない方も、

事前に市役所が間に入ってくれると安心ということで、依頼が結構増えたようであります。 

  それに倣って各自治体でも取り組みが広がっていたたようであります。 

  本当に終活セミナー、町の皆さんの意識を啓発していくというような大事なことだと思い

ますし、また、何かあったときに、例えば、最後の終末期の医療なんですけれども、最近は

延命措置を望まない方がとっても増えています。治るんであれば、どんな治療も受けていく

んですけれども、もう治らないとなったときに、それでも、胃に穴をあけてそこから栄養を

入れるのか、高カロリーの輸液を24時間入れるのか、また、いろんな管をつけてそれでも生

命を維持していくところに、価値をだんだん感じなくなっていく。 

  ですが、救急搬送なんかされた場合は、医療側はやっぱりそれを全力でそういう措置に当

たらなければいけない。じゃあ、自分としては、そういうことはやってほしくないというこ

とを事前にそのリビングウィルを通して、事前指示書という形で残しておく。また、本人が

意識がないまま搬送されることも多々あります。そのときに、家族がじゃあ、延命措置を続

けるのか、やめるのかという判断は家族にとっては非常に重い判断であります。 

  そのときに、御本人が残したこういう指示書みたいなものがあれば、家族の心理的な負担

を軽くすることができるということで、本当にこれは周知が本当に必要だなというふうに私
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は考えております。 

  また、第３期東伊豆町地域福祉計画の中でも、計画の基本理念として、誰もが笑顔で暮ら

し続けることができる地域づくりということがうたってあります。また、地域包括ケア会議

が高齢者が住みなれた地域で生き生きと生活が送ることを目的として設置をされました。 

  本当に高齢者が日々の生活に、また、将来の生活に不安がなく一日一日を過ごしていただ

けるようにこういう終活に向けた支援、自治体からの支援というのは必要だと思うんですけ

れども、エンディングノート、やはり、町長、なかなか町としてはまだやるというお考えは

ないでしょうか。もう一度、再度聞かせていただきます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、栗原議員、このエンディングノート、一般の人はほとんど知ら

ないと思うんですよね。エンディングノート、何か。その中、今回、一般質問をしていただ

いて、私ははっきり言って知りませんでした。エンディングノートが何かと。それでいろい

ろ調べさせていただきました。そういう中でこれから、家族がいれば本当、こういう人はな

れています。独居老人ね、そういう人が増えてくれば、やっぱりこれも必要かなとは今考え

ております。 

  そういう中で、セミナーというか、いろいろこういうものがありますという町民に知らし

めた中で、また、要望が多ければ、それはやっていかねばならないかなと考えておりますし、

一つ、たしかダウンロードできますよ。高齢者となると、やっぱり、ホームページからダウ

ンロードを、これはちょっと厳しいかなと思う。ダウンロードするのは、要するに、基本が

あるもんで、ある程度、ダウンロードの、そのホームページでやることは多分、言えばわけ

ないと思いますけれども、これを町としてこれを出版、つくってやっていくと、ちょっと、

検討させて、これはちょっと、見た中で皆さんの要望が多ければこれはやらなきゃならない

とか思いますもんで、それは、ちょっと御理解願いたいと思います。 

  それなので、本当はエンディングノートということは、私も大変今回、勉強させていただ

いています。その辺、本当ありがとうございましたと言いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ５番、栗原議員。 

（５番 栗原京子君登壇） 

○５番（栗原京子君） 町長がおっしゃるように、確かに、高齢者の方、ダウンロードをする

タイプだとなかなか自分ではダウンロードはできないと思いますけれども、ぜひ、前向きに
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御検討をいただけたらなというふうに思います。 

  また、特に、私は終末期の医療に関しては、これ、本当に１回、皆さん自分で考える機会

を持っていただきたいなって、おひとり暮らしの方は、自分で考えていただきたいし、また、

家族がいる方は、家族とそういう話をする機会を１度持っていただきたいなというふうに思

っています。 

  厚労省の平成26年度の調査では、７割の人がこの事前指示書、リビングウィル、何か形と

して、書面で意思表示のものを残しておくという作成することには賛成しているんですけれ

ども、実際やった方は、１％に満たないそうです。本当にやったほうがいいんだろうなとは

思いつつも、どうしていいかわからない、また、そのうちということで、先延ばしになって

いる方がほとんどではないかなというふうに思います。これ、町として、ぜひ、取り組んで

いただけたらなと思います。 

  また、その意思を尊重した治療を受けられるということで、御本人にとっても、とても、

安心材料にもなると思います。 

  国も今、在宅医療と、また、介護との連携の一環として、例えば、みずからの最後の迎え

方について、考える市民講座などを普及、啓発を実施を市町村に求めている現状であります

けれども、ここら辺の先ほどの成年後見人のセミナーがそうなのかなと思うんですけれど、

ほかに何か、町として取り組んでいることがあったら教えていただければと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、この終末医療、本当、どのように迎えるか、これは本当、これ

からの問題でありまして、やはり、家族がいれば当然、家族で話し合っていただいて、そこ

で、本当に、医師から聞かれましたらば、そういう状況と、独居の場合はやはり大変厳しく

て、これを書いたとすれば、さっき言ったような法的根拠がないもので、やはり、お医者さ

んはすごい、抵抗を感じ、やはり、自分の責任とか、そういう中で、やはり、そういう中で

やはり、せっかく、こういうのをつくるんならば、国のほうもある程度、エンディングノー

ト、これを法的な根拠と、こういうのを書いてあれば、独居老人であっても、これが意思で、

遺書じゃないけれども、そういうふうにやってもらえば、大変またこれは、済むと考えてお

ります。 

  そういう中で、リビングウィル、これを周知することはやぶさかではありませんので、こ

れは、いろんな面でそういう中では啓蒙していきたいと自分は考えております。 

  以上です。 
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○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 終末ということで、リビングウィルの周知というのは、町

長も御答弁されたように、周知を図っていきたいというのがあります。 

  １点、高齢者の方に緊急時のカプセル等が配られているのもあります。そういう中にお薬

の情報とかそういうものを入れていただいているのが現状だと思いますけれども、そういう

ところに、緊急時の医療に対する考え方、そういうものがまた、盛り込めるようなそんなよ

うな形がとれれば、よろしいかと思って、今後、考えていきたいと思っております。 

○議長（村木 脩君） ５番、栗原議員。 

（５番 栗原京子君登壇） 

○５番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  終末期医療、カプセル、緊急カプセルは皆さん、結構冷蔵庫に入れている方も多いと思う

ので、盛り込んでいただければ、うれしいなというふうに思います。 

  また、その生活困窮者の方が孤独死、１人で亡くなってしまった場合に、行政のほうが後

の処理というか、手続をいろいろするわけですけれども、その方の中で、やっぱり、自分の

お葬式はこれで出してくださいという、残しておいた方がいらっしゃったって、ある自治体

で、それを見たときに、やっぱり、事前に行政として、その方の意思を尊重してあげること

はとても大事じゃないかなということで、その事前にその葬儀社の事前契約を結ぶ締結をす

る終活支援事業というのを始めた自治体があるようであります。 

  また、町もこれから、ひとり暮らしの高齢者が増えてくると思いますので、そこら辺をぜ

ひ、お考えいただけたらなというふうに思いまして、質問を終了します。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、がん患者とその家族の支援についてを許します。 

  ５番、栗原議員。 

（５番 栗原京子君登壇） 

○５番（栗原京子君） 次に、がん患者とその家族の支援についてを質問いたします。 

  テレビＣＭやポスターなどで「がんは万が一じゃなく２分の１」という言葉を見かけた方

も多いと思いますが、日本人の２人に１人はがんになると言われています。 

  東伊豆町においても、早期発見のためのがん検診の受診率向上を目指し努力しているとこ

ろでありますが、がんに罹患した人やその家族が安心して療養を続けられ、社会復帰を目指

せるための支援体制の構築が課題と考え次の点を伺います。 

  １、がん患者やその家族の不安や悩みに専門家が対応する相談窓口は。 
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  ２、がん対策推進基本計画において「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」が重点

的に取り組むべき課題として位置づけられているが本町の現状は。 

  ３、在宅療養を希望される場合、在宅医療医師や訪問看護師、薬剤師、心のケアの専門家、

行政がチームを組みケアや医療を受けられる体制が整備されているか。 

  ４、がん治療による脱毛、皮膚や爪の変化、手術跡などの外見の変化によるストレスを軽

減するためのサポートであるアピアランスケアや寄付された人毛でウイッグをつくり患者さ

んに無償で提供するヘアドネーションの普及啓発や情報発信をするお考えは。 

  ５、がんと闘う患者さんのＱＯＬ（生活の質）をより高められるよう、ウイッグや胸部補

正具などの費用の助成をするお考えは。 

  ６、役場庁舎の障がい者用トイレにオストメイト対応設備を設置するお考えは。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第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、がん患者とその家族の支援については、６点から

の質問ですので順次お答えいたします。 

  １点目についてですが、下田メディカルセンターの相談支援センターや静岡がんセンター

が開設しているよろず相談を紹介しております。また、同じく静岡がんセンターが出張して

開設する巡回よろず相談を開催予定をチラシで案内させていただいております。 

  次に、２点目についてですが、がんと診断されてから、早期の緩和ケアは、一般の医療ス

タッフが実践する、身体的または精神的な負担や悩みを緩和し、療養の質を向上させること

を目的として推進されております。 

  町としては、現状で緩和ケアを選択している方及びその家族の方に特化した対応してあり

ませんが、がんと診断されてから、治療と同時に緩和ケアも選択できることの周知や、心の

ケアとしてかかわることはできると思われます。 

  次に、３点目についてですが、現在、がん患者の在宅医療に対しチームでの対応はできて

おりませんが、行政としては、地域包括ケアの構築を推進していくことが、整備につながる

と思われます。その上で、在宅医療・介護連携推進事業として賀茂地域１市５町で下田メデ

ィカルアライアンスに業務委託し体制整備に向けて努力しております。 

  次に、４点目についてですが、アピアランスケアやヘアドネーションについては、患者の
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要望に応じまして、病院においてソーシャルワーカーなどから情報提供がなされていると思

われます。ヘアドネーションにつきましては、一般的な案内は可能かと思います。 

  次に、５点目についてですが、県及び近隣市町の動向を見ながら要綱の整備を検討してい

きたいと思います。 

  次に、６点目についてですが、現在ではトイレにオストメイト対応設備を設置する要望は

ございませんが、今後設置する必要性があるならば、設置費用等を含め検討したいと考えて

おります。 

○議長（村木 脩君） ５番、栗原議員。 

（５番 栗原京子君登壇） 

○５番（栗原京子君） 相談窓口のほうが下田メディカルと静岡がんセンターのほうの相談窓

口を紹介していただいているということでありました。 

  そのがんにかかった患者さん本人、また、御家族にとって、ちょっとしたことがとても不

安になったりとか、どうしたらいいのかなって迷うこと、悩むこともたくさんあると思いま

す。 

  そういうときに、そっちの専門のそういう病院で相談が受けれるようにまた、これも、引

き続き、御案内をお願いしたいというふうに思います。 

  例えば、がん専門の病院にかかっている方は本当にいろんな形でその病院側から、病院の

スタッフからいろんな案内、情報発信がされてくると思うんですけれども、がんになっても、

特別、このがんの専門ではなく、地域の病院で治療を受けられる方というのも一定数いらっ

しゃいます。例えば、抗がん剤治療とかをしないで、普通にその対症療法的に治療を受ける

方というのは少なからずいらっしゃるんですね。 

  その方たちというのは、情報がなかなか行き届かない。自分で調べていれば、いろんな情

報というのは、今、インターネットの中でも、拾うことはできるんですけれども、受け身で

いると、いつまでもたっても、いろんな情報が届かないままになってしまいがちだと思いま

す。 

  そこら辺の方たちのフォローというか、その情報発信という意味でも、いろんな情報を町

としても、発信していっていただけたらありがたいなというふうに思います。 

  また、この緩和ケアに関してなんですけれども、以前は緩和、昔は緩和ケアというと、も

ういわゆる手の施しようのなくなった方が、最終的にただ、痛みや苦痛を取り除くためだけ

の医療を受けるというイメージがありますが、今はがんの治療、がんと診断されたそのとき
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から、１日１日、その治療、その日々を快適に過ごすために痛みは我慢しない。本当に医療

麻薬の誤解もあると思いますけれども、本当に快適に少しでも快適に過ごせるように、その

緩和ケア、精神的、肉体的、含めて、緩和ケアというのは重要視されてきております。 

  この緩和ケアについても、やはり、専門の病院にかかっている方は、お医者さんなり、ソ

ーシャルワーカーさんなりから、いろんなアドバイスはいただけると思うんですけれども、

やっぱり、そういう病院にかかっていない方たちのために、また、ここら辺の周知もしてい

ただけたらなというふうに思います。 

  やはり、がんと診断された方というのは、とても、不安もありますし、また、いろんな体

調の面でも、つらい部分もたくさんあると思いますので、そこら辺を少しでも、解消してい

けるように、その情報発信というのはとても大事なことだと思いますので、ぜひお願いした

いと思います。 

  また、町単独ではなかなか難しいので、賀茂域でいろいろ緩和ケアだったりとかいう対応

できるようにしてあるということですけれども、やはり、町単独でいろんな専門家の方がい

らっしゃるわけじゃないので、町単独でやるということは難しいと思いますけれども、その

賀茂域の会議のときに、その緩和ケアの取り組みなんかについても、合わせて町のほうから

も、提案をいただけたらいいなというふうには思いますけれども、そこら辺はどのようにお

考えでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません。私も、身内ががんで亡くなったもんで、それは十分承知

しております。 

  そういう中で、がんになって病院に通わないで、そういう人がいるということも初めて知

りましたもんで、大体、もうがんになれば、病院に行った中で、いろんな治療をまた、それ

に対する対応、また、お医者さんが、みんなさせてくれるもんで、そういう中で、今、考え

ておりましたので、今、栗原議員が、がんになっても、そういう病院に行かないという方が

いるとなれば、それはある程度、その情報発信はしていかなければならないかなとは考えて

おります。 

  やはり、がんというのはほとんど、大変、もう、その人にとっては本当に苦痛でございま

す。本当に、不安とか、そんな大変多いと思いますもんで、そういう不安をできるだけ解消

をしてやりたいと考えております。 

  自分は今までの経験上はもうほとんどの人はもう病院とかそういうところへ行った中で、
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その人、病院の医療を、医者さんが、こういうことをしていきなさいよと、いろいろと指導

をしてくれましたもんで、いいのかなと思っておりましたけれども、今、栗原議員はそうい

う人がいると聞きましたもんで、そういう人ができるだけ、不安のないような方法でやって

いきたいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  あとは事務的なことは。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 議員言われるように、患者さんと申しますか、当事者の方

が必要とされるものが何かということをまず理解していかなければならないかと思います。 

  そういう意味で、がん患者という形に特化した形ではないんですけれども、現在、圏域で

は在宅医療介護連携推進事業というものを進めております。これは、住みなれた地域でより

快適に過ごしていくためにどうするべきかということで、いろいろな医療介護の連携だった

りとか、そういうものをして、その方が生活しやすいというスタイルをつくっていくという

のが目的で設置をされています。 

  がんに特化したところではございませんけれども、先ほど緩和のお話も出ましたもんです

から、今後そういうところでまた、検討課題として提案をしていけるようにしたいと思いま

す。 

○議長（村木 脩君） ５番、栗原議員。 

（５番 栗原京子君登壇） 

○５番（栗原京子君） すみません。私の説明の仕方が悪かったです。町長、病院に行かない

方がいるということではなくて、本当にがんに特化した専門の病院にかからない方も多くい

らっしゃるという、そういう意味で、すみません。申しわけないです。 

  それで、その苦痛を取り除くという意味では、特に、女性の場合は外見上の変化に対して

は、とても、ダメージを受けてしまいます。抗がん剤の治療によって、皮膚の色が変わった

りとか、爪の色が変わったりとか、あと、一番ダメージが大きいのが、やはり、髪の毛が抜

けてしまうということだと思うんですね。 

  ただし、医療用のウイッグ、かつらは大変に高価なものでなかなか買うのも大変。せめて、

町で多少の助成を出してあげて、そういうものも購入しやすい体制をつくってあげて、支え

てあげていただきたいなというふうに思います。 

  かつらの件なんですけれども、先ほど申し上げましたヘアドネーション、これは小児がん

とかけがなどで、髪の毛を失ってしまった子供たちに対する運動であります。人毛を、髪の



－53－ 

毛、女性はよく長い髪の毛をばさっと切るときがあるんですけれども、そういう長くして、

髪の毛を切った場合、31センチ以上の髪の毛であれば、それを寄付して、その髪の毛をもと

に、かつらをつくって、それを無償で子供たちに提供してあげるというそういう活動があり

ます。 

  女性がそれをわかって、あえて、ヘアドネーションのために髪の毛を伸ばす方もいますし、

また、子供さんでも、例えば、入園とか、入学を機に髪の毛を短くする子供さんていると思

うんですね。そういうときに、そういうことが、寄付できるんだよって、小児がんとかの子

供たちにかつらをつくってあげられるんだよというのがわかっていれば、それを寄付しよう

という、本当に価値的に使うこともできますので、そこら辺の周知もぜひお願いしたいと思

いますが、町内においても、ヘアドネーションに対応してくれる美容室もありますので、そ

こら辺も町民の方に知らせていただけたらなというふうに思います。 

  また、次のオストメイト用の対応のトイレなんですけれども、そのオストメイトというの

は、大腸がんとか、膀胱がんとかで、大腸の一部を病変したものをとってしまったときに、

従来、おしりから出るものが出せずに、ああいう形で下の左側の絵なんですけれども、おな

かのほうに人工の肛門をつくって、そこから、便が排出されるようになっていることであり

ます。 

  これは、ここに自分で我慢したりとか、出したりというこの便意をコントロールできない

もんですから、常時、ここから出てくるような感じになったために、パウチと呼ばれるビニ

ール製の袋をぺたんと張りつけて、そこに排せつしたものがたまるようになっています。 

  これをつけている方はオストメイトと呼ぶんですけれども、その方たちが外出先などでト

イレにその排出物を１日に何回か捨てなきゃいけないので、そのためのトイレというのが、

非常に大事になってきています。バリアフリー新法で、新しくできた建物なんかには、ある

程度面積がどのぐらい以上には、これを設置しなければいけないという法律に今なっている

んですけれども、従来からある建物に関しては、そういう法律のあれもなくて、本当に、大

変な思いをしていらっしゃる方もいます。また、やはり、ここ、テープにはなっていますけ

れども、外出先で漏れちゃったりとか、あと、袋が破損してやはり漏れちゃう場合も時には

あります。人工肛門の造設する場所によっては、便が固くなくて、すごく水っぽい場合もあ

るんですね。そうなってくると、やっぱり、漏れやすくなって、外出していても、いつもこ

こが気になる状態、不安を抱えたまま外出しなきゃいけない状態というふうになっています。 

  今、東伊豆町には、調べたら、熱川駅に１個、オストメイト対応のトイレがあるだけであ
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りました。これ、東伊豆町は観光地でもありますので、やはりよそから来たときに、このオ

ストメイト対応のトイレがないというのは非常にちょっと残念だなというふうに思っていま

す。 

  今までじゃあ、オストメイトの方、東伊豆町に来たときはどうしていたのかなと思うと、

障がい者用のトイレがありますね。そこで、使って捨てる。または、普通の一般の洋式トイ

レで捨てるという形になるんですけれども、これ、非常にやりづらいです。本当に使ってみ

ると多分わかると思うんですけれども、ここにあるものを洋式トイレの中に捨てるというの

は非常にやりづらい。このオストメイト用の対応のトイレというのが右下の写真がそうなん

ですけれども、大きく見えますけれども、これ、余り奥行きはありません。障がい者用のト

イレに手洗いがあるんですけれども、大体、横も縦もあの範囲で納まるぐらいの大きさなん

ですね。 

  これは立ったまま中身を捨てることができる。また、トイレットペーパーはもちろんある

し、また、そこにシャワーがついているので、万が一汚れた場合とか、そのシャワーを使っ

て、洗浄をすることができるものであります。 

  この観光地において、やはり、不特定多数の方が、オストメイトの方が来られる可能性が

あるので、これ、できれば、公的な公共施設の中にできたら、土日とか、夜間とか、使える

ところが本当はいいんですけれども、どこか１つ、稲取地域でもあるといいんじゃないかな

というふうに思いますけれども、そこら辺はいかがでしょうか。どうお考えでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、２つ、２点言われました。本当、自分の身内も、この２つの命を

なくしました。十分、わかっています。 

  やはり、女性にとって、頭の髪の毛、これは本当に命よりも、命の次に大事なこと、十分

承知しております。そういう中で、やはりほしいよということは言われました。それなので、

病院のほうから、紹介されたんですけれども、そのあれでちょっとなくなってしまったもの

で、やはり、自分はもう、ウイッグというのは十分承知しております。その中で言っている

のは、国のほうもそういうことを考えていますもんで、その様子を見て、やはり町としても、

一応やっていきたい。そういう考えでございます。御理解願いたいと思います。 

  そして、この第１問、これは絶対必要だと考えております。現在、自分たち考えて、当然、

町内には、町内者、住民がそういう要望全然なかったので、観光客という視点からそういう

栗原議員が質問いたしましたもので、それは十分対応していきたいと思います。 
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  今、基本的には、技術的に大丈夫かと、一番のネックでした。やはり、栗原議員が言った

今のあれは、できるようなことを言われました。ちょっと検討させていただきまして、検討

させてください。それすぐ、できるかわかりませんけれども、その中で、一応、うちは、文

化公園と、今言った、熱川、一応２カ所、文化公園もそうですから、一応文化公園のほうが

新しいというのは、栗原議員が知っている方に言ってもらえば、文化公園へ行けば、できま

すもんで、それをまた、栗原議員のほうから周知していただければ大変ありがたいと、これ

は検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ５番、栗原議員。 

（５番 栗原京子君登壇） 

○５番（栗原京子君） 文化公園にあるのはちょっとわかりませんでした。よかったです。文

化公園だと土日とか、夜間も使うことができるんですよね。なので、そこら辺をまた、案内

を東伊豆町はこことここにあるというのをアピールしていただけたらなと思います。 

  今、本当にマークでよく障がい者用トイレにああいうマークが出ていますけれども、一番

右側にあるおなかのところに白い十字があるのが、オストメイト対応していますよというマ

ークなんです。これ、最近どこのサービスエリアへ行っても、新しい、例えば観光施設行っ

てもこのマークあるんですね。いいところは、ユニバーサルシートと言って、大人の方がお

むつをかえられるような、壁に収納するタイプのベッドがあったありとか、本当にそういう

障がいの方に優しい施設が増えてきています。 

  本当、どこのサービスエリアでもあっても、いざ観光の目的の東伊豆町に着いたときにど

こにそのトイレがあるんだろうとわからないと困ってしまうので、そこら辺はまたぜひ周知

のほうをよろしくお願いします。 

  本当に障がい者の方も、どんな方も、どっか出かけるときには、やっぱりこういう自分は

そこのところへ行って困らないかなという、トイレはちゃんとあるんだろうっていろいろ考

えながら動くと思うので、そこら辺はちょっと、大字な取り組みかなと思いますので、また、

トイレのほう、ぜひ前向きに検討していただけたらなと思います。 

  また、がんと闘う方、御家族の方、いろんなつらい治療にいろんな不安を抱えながらも、

本当にしっかりとまた、病と闘って社会復帰を目指せるような支援体制の構築をまたぜひ町

としてもお願いしたいと思います。 

  以上で質問のほう終わります。 
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  御答弁は結構です。 

○議長（村木 脩君） 掲示板撤収のため、暫時休憩します。 

  撤収だけのつもりなんですけれども、じゃあ５分。 

 

休憩 午後 １時３９分 

 

再開 午後 １時４２分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（村木 脩君） 次に、10番、内山議員の第１問、経済対策等についてを許します。 

  10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） 私、３問質問をしております。 

  まず、第１に、１番目の経済対策等について、これ、そこに書いてあるように、年間の入

湯の客数が80万を切って、町長の行政報告を見ても、75万、そういうことで、割り込みして

いるわけです。 

  そして、もう一つは、前回もちょっと質問しましたけれども、商業の売上についても、激

減しているような状況です。その点で、町としての景気回復への取り組みについて、以下の

点をお伺いします。 

  まず、第１点目は観光業及び商業への重点の施策についてはどうなっているのか。 

  それで、２点目は、10月から消費税の増税があるわけですけれども、それに伴って、各業

界だとか、住民への対策について、町はどういうふうに取り組んでいるかどうか、その辺に

ついてをお伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 



－57－ 

○町長（太田長八君） 内山議員の第１問、経済対策等については２点からの質問になってお

りますので順次、お答えします。 

  まず、１点目についてですが、観光業では、今年度の重点施策といたしまして静岡デステ

ィネーションキャンペーンへの対応を図っております。 

  また、細野高原のすすきイベント、ムーンロードイベント、熱川温泉のキャンドルナイト、

石曳まつり、伊勢海老感謝祭りなど、ばらばらに実施していたイベントにつきましては、

「ひがしいずまち温泉郷秋物語」という統一ブランドとして、ＪＲなどの協力を得て売り出

しを図る予定となっております。 

  また、中長期的には、観光関連の環境整備が重要な課題であると考えておりますが、熱川、

稲取の旅館組合から入湯税引き上げについて要望書が提出されたことから、今後の観光地と

してのあり方と合わせて財源確保についての検討をしていきたいと思います。 

  次に商業につきましては、商店街や業種単位での振興策は時代にそぐわないことから、商

工会が中心となりまして個店に対する経営指導、事業継承について力を注いでおり、町とし

ては創業支援に重点を置いて補助制度の周知を図っていきたいと考えております。 

  次に２点目についてですが、消費税増税に伴う経済対策は国が責任を持って行うべきもの

であることから、町として特別な対策はしておりませんが、軽減税率等複雑な仕組みとなっ

ていることから、商工会が昨年度より勉強会を開催しており、今年度も継続していくとのこ

とであります。 

○議長（村木 脩君） 10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） まず第１点目の観光業及び商業への重点の施策ですけれども、町長

言われたように、今までばらばらにやっていたソフトのイベントだとか、そういうものにつ

いてをまとめて宣伝するということは大変よろしいんじゃないかと思いますね。 

  そういう中で、今、先ほどの入湯税の値上げにかかわる要望にあったように、熱川地域、

稲取地域の基盤整備というのはそういうことが今、町長の口からありましたけれども、そこ

らの私は賛成をするわけですけれども、それは、１つは基盤整備等については、前々から言

っているようなちょうど稲取に銭湯もないし、そういうものの中で、稲取の温泉場のところ

にそういう銭湯を含めた基盤整備というか、そういうものをしていただくようなことは私は

非常に銭湯もないこともあるし、それから、ほかの地域を見ても、温泉場には必ず公の公共

の温泉施設といいますか、そういうものがあると思うんですね。 
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  そういう点でそういうものについての整備が非常に大事かな。 

  それともう一点は、観光商店と言いますか、稲取地区の温泉場、あるいは、熱川地区の温

泉場もそうですけけれども、前回も質問に立ちましたけれども、そこの修景の整備ですね。

そういうものも先ほどの入湯税等を値上げするような分があれば、そういうことを逆に同じ

ように利用させてもらって、温泉場の観光商店街の修景整備をしていくようなことがやはり

一番大事なのかなと、そういうふうに私は考えております。 

  ぜひ、そういうものを酌んでお願いすることができればなというようなことを考えていま

す。 

  それから、商業関係についても、本当にもう従来から売上が激減しているわけですけれど

も、そういう中で、たまたま、商工会、町が奨励して、産業団体連絡会の中で地域認定商品

というか、そういうものを奨励して実際に36点、ここに品目があるわけですけれども、そう

いうものが認定されているわけですね。 

  この活用がなかなか生かされていないというか、こういう小冊子をつくって、個々のお店

だとか、朝市あたりで小冊子を分けていますけれども、できれば、前回やった雛のフェスタ

の時、駅前のところで地元の商品というか、そういう逸品についてを空き店舗の対策の中で

やってくれたと思うんです。そういうことの継続をぜひちょうど稲取の駅前の空き店舗に雛

のフェスタの時にやってくれたと思うんです。そういうものの継続を町としても助成をして

やってあげるとか、あるいは、この点については、東海汽船のところに、今度また、芝浦工

大ですが、そこがいろいろ拠点をつくってやっていますけれども、そういうところにも、１

つはアンテナショップ的な格好で地場の逸品というか、地域認定商品の販売するような部分

を設けてあげるような格好になれば、そういうものの中で相当これも進んでくると思うんで

すよ。 

  あるいはもっと言えば、東京あたりにアンテナショップ的なものの中で、地場のこういう

商品を置いてあるところをつくるような格好、そういうことももし考えることができれば、

お願いをしたいな。 

  それと、もう一点は、この宣伝だけではありませんけれども、ふるさと納税の中に町のホ

ームページだとか、そういうものの中に、こういうものをはっきり載せてやっていくような

形、それを十分に都会の方に知らしめるような形ができれば、もっと商業売上というか、そ

ういうものも伸びていくと思いますけれども、その辺については、御検討していただけるか

どうか、その辺を伺います。 
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  それから、２点目の消費税の関係については、国の施策だからということですけれども、

私は、国のほうは低所得者とそれから小さい子供さんを持ったところについては、商品券を

２万円にプレミアムを５％つけてやるような、5,000円ですか、そういうものを考えている

ということですけれども、地元では何もしないということを話をしたんですけれども、でき

れば、今、商品券、町長、商品券の事業もうちの町で実際やっているわけですよね。だから、

それを例えば、何ていうか、小学校に上がるとか、中学校に上がるとか、高校へ上がるとい

うようなときに、制服だとか、そういうもののかかりだとか、そういうものが結構するんで

すよ。そういう皆さんは例えば優先をしてあげるとか、商品券の事業の中で、あるいは、そ

の商品券が20％のプレミアムですけれども、それを５％から10％ぐらいそういうかかりがす

るような皆さんのところにプレミアムをつけて、プラスプレミアムをつけてやるようなこと

が考えられないのか。 

  とりあえずその辺のところでお伺いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点目の観光に対しましてはいろいろ、基金の使い方の中で、

いろいろ提案ありました。これはまた、９月までに検討いたしますもので、また、議会のほ

うから、先ほど提案ありました。また、今、内山議員からありましたもので、こういうもの

を提案されたということは言った中で、やっぱり基本的に、町も考えますと、やはり、基本

的に現場がどういうふうに考えているか、やはり、現場の方が一番ニーズがわかっていると

思いますもんで、基本的には現場サイドの考えを優先していきたいと、町といたしましては。 

  しかし、一応、議会からこういう提案があったから検討していくということはやぶさかで

はありませんもんで、その辺はまた、９月までの会議中にその会議の中で言わせていただき

たいと考えております。 

  さらに今度、地域認定商品の考え、これ本当、せっかくやってもったないと、内山議員と

全く同感でございまして、まず、とりあえず、こらっしぇができました。そこでとりあえず、

地域認定商品というのは置いておりますもんで、まず第一弾として、漁協さんの協力を得ま

して、漁協のこらっしぇには地域認定商品を置かせてもらっております。 

  雛フェスで駅前で地域認定商品をやっていただきました。この雛フェスはやはり、若い力

と事業所がコラボして、大変すばらしいまちおこしじゃないかと考えておりますので、１年

で終わらないで継続してやってほしいよということは要望しております。そういう中で、ま

た、まちおこしのためにやりたいなと言えば、それはやっぱり町といたしましても、何かし
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らの支援をした中で、この町の活性化をやっていきたいと思います。 

  そういう中で、地域認定商品を同じように、また、駅前でやってほしいようなことを要望

していきたいと思います。 

  さらに、後々、東海汽船の跡地ですか、活用、地域認定商品の販売、これを一概にやりま

すと、あそこはとりあえず、東海汽船に期間限定で借りているもので、それはちょっと検討

して、どのような方法がいいかと検討させていただきたいと思います。 

  ただし、地域認定商品、本当、やったのに、本当、もったいないというのが自分の気持ち

でございますもんで、いかに、この地域認定商品をいろんな方に知ってもらって、多くの方

にこの東伊豆町のよさを知ってもらいたいというのが気持ちですから、当然、ふるさと納税

におきましても、地域認定商品は入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。 

  東京でのアンテナショップ、これはちょっと厳しいと思いますけれども、アンテナショッ

プではなくて、今年やるかどうかわかりませんけれども、浅草とか、いろんなところで、結

構、町のＰＲ行っておりますもので、そのときに、地域認定商品などのパンフレットなど、

これは持っていくのはやぶさかではありませんもんで、そういう中で、東伊豆町の地域認定

商品をいろんな方面でその啓蒙していきたい、そういう考えでございますもんで、御理解願

いたいと思います。 

  プレミアム商品券につきましては、これはやることはちょっと、やぶさかではない。 

  子供に対して、例えば、５％増やすとか、そういうことを考えておりませんので、基本的

には、皆町民ですから、同じ中で、公平性の中で、プレミアム商品は販売していきたい、や

ってもらえたらなというのは考えでございますもんで、当然、そういう子供たちがいる方も

当然、申し込みをすると思いますもんで、また、それに対する要望とか、来ておりませんの

で、ただ、今のところは、それで十分対応しているのではないかと思いますもんで、その予

定で今回もいきたいと。 

  やはり、消費税のあれは、基本的には本当、これ、国のほうが決めたことですから、基本

的には国のほうが中で、町がこういうをやるから、それでは町に対して、それじゃ、還元と

いう中で、国のほうから多少、助成があるからやると町単独でやるということは今のところ

考えておりませんもんで、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 10番、内山議員。 
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（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） 今、観光のほうについての基盤整備については、町長言われたよう

な形ですけれども、１つは業界だけではなくて、旅館だけではなくて、私はその入湯税が上

がるということは、旅館が回収をしてくれるんですけれども、町の全体の観光に使うという

ようなことの意思からいけば、旅館の要望だけではなくて、先ほど言った温泉場の修景等に

できるだけやはりお金も振りまいてもらうことがいいのかな。 

  それから、銭湯等についても、これはほかの地域へ行ってもどこでもあるもんで、できれ

ばそういうものをまた、参考に基盤整備をするときについては、考えてほしいというような

ことでいるもんですから、よろしくお願いします。 

  それから、あと、地域認定商品の関係で町長もいろいろ御心配していただいているんです

けれども、私は、いずれにしても、本当に去年、雛フェスタの時に、駅前でやってくれたよ

うなものをやっぱり継続していくというか、そういうものは非常に大事だと思うんですよ。 

  もっと言えば、私、今度、こらっしぇができたもんで、そこに地場産品のコーナーという

か、地域認定商品のコーナーが設けてあるのかと思ったら、実際には何ていうか、漁協との

バッティングするものについては、１つもないんですよね。お魚類の関係だとか、干物だと

か、みそ漬けとか、そういうものについては、何もなくて、お菓子類だとか、そういうもの

はありましたけれども、できれば、そこにも本当は地域認定商品のコーナーでも設けてもら

うのがあればと思ったんですけれども、それがもし、可能であれば、また、町のほうからも、

ぜひ、商工会のほうから要請していただいて、こらっしぇのほうにも、そういうことを働き

かけをしていただければと思います。 

  あとは、今、認定商品の関係については、可能性は十分あると思うんですよね。ふるさと

納税に対してもありますし、せっかく、本当に私もこの小冊子をだけ配っても大したことな

いんですよ。だから、商品がたくさんあるような格好のものをつくると同時に、ふるさと納

税あたりでやっていけば、ここの携わっている商品の方も売れてくると思うし、そういう中

で、商店街の中でも、そういうふうな栄えることができると思うんで、ぜひお願いしたいと

思っています。 

  それで、２点目の消費税の増税については、国の施策ですから、そういう町長の意図もわ

かりますけれども、私は、いやせっかく、同じことをやるにしても、町でやっている商品券

の事業についても同じことをやっているにしても、消費税が上がる格好のことがあるから、

差をつけちゃ申しわけないということもあるけれども、子供さんだとか、そういう小さい人
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だとか、そういう人たちに優先的にやるような格好のことをチラシ１つにすれば、また、商

品券の価値も上がってくるんじゃないかと思って、そういうものの今提案をしたわけですか

ら、もし、そういうことができるのであればお願いしたいということでよろしくお願いしま

す。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、地域認定商品、こらっしぇの関係、これはもう事業主体が漁協

さんになってしまったもので、これ、町がどうこう言えませんけれども、要望としてこうい

うことがあったと、地域認定商品のコーナーをちょっと設けていただきたいなということは

やぶさかではありませんけれども、これが絶対できるということは言えません。一応、要望

だけは言ってみます。 

  これは町が事業主体ならば、当然、こうしなさい、こうしなさい、指導はできますけれど

も、この漁協さんになったもので、町の指導ができないもんでそれは御理解願いたいと思い

ます。 

  次に、町のプレミアム、これはちょっと検討させてください。やはり、そこで差をつける

のはいかがなものだと考えています。 

  しかし、皆さん方、商工会のいろんな方はそれは必要ではないかとなれば、それはまた、

その方向でまた検討していきたいと思います。これはちょっと検討事項としてとどめておき

たいと思います。 

  以上です。 

○１０番（内山愼一君） １問目結構です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、コミュニティバスの運行についてを許します。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） それでは、２点目のコミュニティバスの運行についてお願いします。 

  高齢者の買い物について、前回も質問したわけですけれども、調査の上、運行するという

ことですけれども、実際にいつごろ、目安にしているのか、調査はどのぐらいまで進んでい

るのかどうか、そこらについて、伺いたいと思っています。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 
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○町長（太田長八君） 内山議員の第２問、コミュニティバスの運行についてお答えいたしま

す。 

  日常生活の移動手段確保について、具体的にどのようにふぐあいが生じ、どのようなサー

ビスが求められているかを調査するため、アンケート調査を本年度実施する予定でおります。

調査結果によりまして、これらの需要を把握いたしまして、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、最適な方策を検討していこうと考えております。検討結果に

より、期待と、今後の方針を決定していきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） 町長、前回のお答えも、そういう形なもんだったもんで、もう少し

具体的に調査もいつ目安にして、いつ調査が上がってきて、実際、今、どういう項目の調査

をしていくのかどうか、あるいは、例えば、コミュニティバスとして、大きいバスだとか、

マイクロバス的なものを運行するとか、あるいは、タクシーの乗合だとか、そういうことも

含めてやっているのかどうか。 

  それから場所ですね。地区別に例えば、どういう格好だとかという、そういうことのもし

わかる範囲で結構ですから、そこらをお願いして、その調査についてをいつまでやって、い

つ結果が出るかということをお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） ある程度のことが、原課のほうでやりました。 

  基本的に、先ほど言った公共交通会議というのはこれ、重要な会議でありまして、これに

よってうちの町がどのような方向でいくのかというのを判断していただく。これには国の国

交省とか、東海バスさん、いろんな方が入っておりまして、それの中で、まず聞いておるの

は、今、東海バスさんにやっておりますもんで、東海バスさんの乗降客、年間、今まで何回

か、その辺の東海バスの需要をアンケートなり、入れるというようなことも聞いております

し、基本的には、その辺は主にやっていくようなことを聞いております。 

  ちょっと具体的なものは原課のほうで説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（村木善幸君） アンケートの項目につきまして、現在、案の段階ですが、ま

ず、現状把握ということで、外出の頻度であったり、外出の目的、移動手段、外出の時間帯、

帰宅の時間帯、まず、その辺の現状把握をしていきたいと思います。 
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  それを踏まえて、同じアンケートの中で、日常の移動に困っている事項、この辺をお聞き

した中で、移動の改善に必要なことを吸い上げていきたいと思っております。 

  時期につきましては、公共交通会議、一応年末ごろ、毎年開催しておりますが、それまで

には、調査、まとめられるように進めていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） 実際に、全町的な格好で外出の機会だとか、行動範囲だとか、そう

いうものをお聞きして、実際に、日常に足りないものかどうかということだよね。そういう

ものを調べて、具体的なものにしていく分については、年末の公共交通事業の関係で、懇談

会というか、そういうものの中で目安をつけていくということですけれども、実際に、この

町はたまたま病院に行く方については、ほぼ、各病院が充実して、伊東のほうへ行くのも、

河津のほうに行くのについても、稲取も、上に上がっていくについても、かなり充実してい

ると思うんですね。 

  私はむしろ、買い物だとか、ほかの用字があったときに、ちょっと拠点拠点に買い物に乗

れるバスがあってくる形というか、そういうものと、もう一つの乗り合い的なバスというか、

タクシーというか、そういうものを町が優先的に考えてあげて、例えば、実際どこをやるか

わかりませんけれども、社協でやるだとか、あるいは、別のところに頼むとか、タクシー会

社へ頼むとかということありますけれども、そういうことを含めて、できれば、考えていた

だけるようなことも、その懇談会のとき、交通の関係の懇談会のとき、お話ししていただい

て、具体的なものをまた示していただきたいと思っています。 

  よろしくお願いします。 

  これで質問終わりにします。 

○議長（村木 脩君） 町長の答弁。 

○１０番（内山愼一君） 答弁もしありましたら。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当は、どのような交通手段がいいのか。これはやっぱり本当アンケ

ートの中でやっていきたい。今日たまたま、テレビを見ていたら、近畿のあるまちでＮＰＯ

がやっているんですよ、これは。まちじゃなくて、ＮＰＯがやっていて、高齢者を買い物へ

連れていくとか、そこがいろんな話し合いの場でいいようなことも聞いておりますし、そこ
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をちょっと、今日見たばかりですから、どのような方向でやっていくか、それもちょっと検

討していきたいと思います。 

  それとやっぱり、これから増えるでありましょうそういう独居、足の悪い人、当然、今、

高齢者が大変増えておりますもんで、返納ということも考えなきゃいけないし、これはまた、

その中で、ある程度年末までにある程度の方向性は出していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、町営風車の民間企業への継承についてを許します。 

  10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） ３点目の町営風車の民間企業への継承についてということで質問し

ますけれども、町営風車の跡地に民間企業による巨大風車建設計画について、以下の点をお

伺いします。 

  現在、町はどのように考えているのかどうか、その辺をお伺いします。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 内山議員の第３問、町営風車の民間企業への継承について、お答えい

たします。 

  現在、町営風車は１号機のみの運転であり、１機での売電収入では、今後予測される撤去

費用の財源として基金に積み立てしておくことは困難であります。このため撤去費用には一

般会計からの多額の操出金が必要となってまいります。 

  また今後、予期せぬ故障に対処するためには、一般会計からの操出金が必要になります。 

  このような状況で、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、

再生可能エネルギーの実績がある民間企業をご紹介いただきまして、協議を重ねて、既存風

車撤去を含めた事業の可能性についての共同検証を行うことに合意いたしまして、現在検証

を進めております。 

  これまで議会の皆様と協議を進めてきましたが、本年２月の議会全員協議会で騒音等、周

辺地域への影響を心配する意見がありました。 

  これを受けまして、周辺施設に影響が出るか、騒音、また、動植物等、自然環境の調査を

実施しているところであります。 
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  今後、この調査結果を地元の皆様に説明していきます。 

  これにより、地元の皆様から事業の同意を得ることが、できなければ、民間企業との事業

継承については行わないと、本年２月の議会全員協議会でも考えを示しました。現在でもこ

の考えに変わりはありません。 

○議長（村木 脩君） 10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） 確かに、町長言われているように、全員協議会も昨年の10月でした

か、12月でしたか、それから、今年度もついこの間やってもらったわけですけれども、私は

前回の全協のときもお話ししたように、ちょうど、その奈良本の関係の苦情といいますか、

その当時あった騒音だとか、あるいは、身体の被害だとか、動物への被害だとか、そういう

ものについて、たくさん、私宛てにいろんな資料をもらっているんですよ。そういうことで、

私はいずれにしても、現在の風車、高さも２倍もあって、容量が、３倍近くなるというよう

なことになると、相当やはりそういう影響が、近隣のところに及ぶのかな。その近隣にある

ところが小さい子供さんがあって、保育園、それから、アニマルキングダムというか、そこ

のところには、動物がいるものですから、そういうところで、奈良本の例なんかで、考えて

いるのは、そういういろんな人体だとか、動物に影響を与えて困ることになるのかな、そう

いうことであれば、町長、一番心配しているのは、今の町営の風車の撤去費ですけれども、

私はこれから、調査を続けて、来年まで待つというか、そういう形のものを考えたときに、

今度のお願いしているところについては、協力をお願いしているところについては、まだ風

車の建設は１度もしたところもないですね。いろんなほかの地熱発電だとか、そういうもの

のことを、水力だとか、太陽光発電だとか、バイオマスだとか、そういうもののことは実際

に実績あるんですけれども、風車については、まだ実績も何もないというようなこともあり

ます。 

  そういう点で、約20億円ぐらいかかるというようなことで、４基で大きい風車が４基で20

億から25億円かかる。それから、20年間の耐用年数でやるということですけれども、実際、

そういうものが建ったとき、後々どうなるか、そういうことを考えたとき、それから、今に

影響が出てくるということになると、近くの保育園の問題、それから、アニマルキングダム

についても、現在でも、なかなか、ゴルフ場とか、動物公園についても、なかなか、そろば

んが合わないというか、合わなくなってきたというか、そういうことで、影響があれば、す

ぐに地代を値下げさせられるとか、あるいは、撤去するようなことのおそれがあるというこ
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とで考えると、町とすれば、今の段階で、実際に風車を調査している会社について、調査費

も相当のものになると思うんですね。 

  そういうことであれば、私は今、全協あたりの雰囲気を、全員協議会の雰囲気を見ても、

この風車に賛成する皆さんのほうが、議会の中でも少ないのかな。そういうふうに受け取っ

ているもので、できれば、途中で申しわけないけれども、民間の企業とご相談して、こうい

う段階のこともあるもんで、もう一度考えをもし変えられれば、調査費も実際かけて、最後

に議会で反対したからだめですということになる前に、できれば、１度、そういう打診をし

ていっていただけるというようなことができるのかどうか、そこらをちょっと伺いたいと思

っています。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今内山議員から提案されましたけれども、町といたしましては、今後

この東伊豆町が生き残っていくためには、絶対このある程度この風車が今後町の財政を賄っ

ていきますし、これは必要であろうかという中で、今、実証実験をしております。 

  これは当然、最終的な判断は議会さんが決定いたしますということはいくら町がやりたく

てもね。しかし、町といたしましては、今、最良の中で、この町営の３基がまた４基になっ

て、これが回った中で、財政運営がよくなりまして、町の収入が増える。そういう中で、今、

提案されたことは、町から言うこと、気持ちはございません。 

  しかし、心配しているように、保育園、また、アニマルキングダム、また、近隣の同意、

これがなければ、もう町はやりませんということを言っておりますもんで、それはもう、民

間会社も承知しております。 

  そういう中で、騒音に対して、損害賠償、そういうものは一切ございません。 

  そういう中で、町といたしましては、これをいかにして動かして、その動かした。それは

あくまでも、近隣の同意が得た場合ですよ。得なければ、これは即座にそして、民間業者も

これはあくまでも、同意が得た場合であって、同意が得なければこれは断念すると言ってお

りますし、それをやるとか、やらないとか、言っておりませんもんで、町といたしましては、

現状ではやはり今後の東伊豆町のことを考えれば、町民にそういう不安とかそういう同意を

いただけましたならば、町といたしましては、そういう面の中で、一応、今後、東伊豆町の

将来を考えた中で、これは民間に任せて回すのが最善ではないかという考えでおりますもん

で、今の中で、民間のほうにこれはだめだとか、いかがかとそういうことを打診する気持ち
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はございませんので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） 町長の気持ちも私、わかるんですよ。実際に、稼働して、町のほう

に固定資産税だとか、そういうものが入ってくるということも、非常に、財源的なことを考

えれば、大変本当にいいと思うんだけれども、そこらの中で、はかりにかけたときに、どう

かということだと思うんで、それを私がいずれにしても、最後の最後になって、町長が言っ

たように、議会が反対して、近隣のところが反対するからだめですよというようなことをさ

っと言えることができればいいんだけれども、そこらのところ、逆に、もし、そういうこと

も含めて、ちょっと考えてもらうことができれば、早目にちょっと、そんな打診もしていく

ことも必要かな。 

  民間の企業さんがはっきりもうだめでしたということになれば、切るということで、町長

のほうの立場だとか、そういうものが何でもなければいいと思うんですけれども、できれば、

私は今の中で、考える中で、そういうもののことも含めて、御相談をしてみることも１つの

方法かなということを考えたもので、町長がそういう形で実際に議会の反対もあって、近隣

の反対もあって、議会の反対があればやらないということで、はっきりすれば、それはそれ

でいいんですけれども、私が今言っていることは、町長のほうから、最後に、今まで引きず

ってきて、どうぞやってくれというようなことを言ったものをぱっと切るということがなか

なか大変であれば、そういうことの考え方をもう一度改めてしてもらったらどうかなという

ので、そういうような考え方ですから、誤解がないようにしていただきたいと思います。 

  いずれにしても、私ははかりがかけたときについては、町として逆に損失などが、むしろ、

撤去費も5,000万円程度かかると思うんですけれども、それが今まで町長がエコの関係でま

ちづくりをやってきて、いろいろ風車のことで勉強するとか、いろんな形があって、それな

りのものが効果があったと思うんですよ。 

  だから、そういうものを考えれば、5,000万円のものの撤去費ということについては、今

まで一般会計にも、相当入れたわけですから、実際、これから稼働する中で、費用として

1,000万円か2,000万円しかできませんけれども、足りない分の例えば3,000万円は町が一般

会計から出すということについては、私はやぶさかではないと思っています。 

  そういう点で以上で質問を終わります。 
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○議長（村木 脩君） 町長の答弁は求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） まず、誤解してもらいたくないのは、まず、相手方、やるかどうか、

はっきり言って、何回も言ったようにわかりません。そういう中で、町の姿勢といたしまし

ては、近隣とか、いろんなところに１つでも同意がとれなかったら、これはもうこの事業は

できませんよという中で、事業をしておりますもんで、それは御理解願いたいと思います。 

  今、内山議員の提案は、大変ありがたいと思いますけれども、一応、相手方はそういう気

持ちでやっておりますもんで、それで９月も中間報告がある、議会のほうに中間報告いたし

ますもんで、そのときまた、議会の方から意見をいただければ、そこでまた、その会社もい

ろいろ、判断をすると考えております。 

  そういうので、ありがたいことは、本当、やらなかった場合はこれはもう、町単独で撤去

費用をしなければなりません。それは当然、一般財源を繰り出さなければならないもんで、

そのときはまた、議会の皆さん方に相談して、この撤去費用はお願いしたいと考えておりま

すので、今の状況ではもうやめるかやるかもわからない。 

  実証実験ではデータを集めておりますし、そして、近隣のところに、同意とかいろいろな

ことをやっておる最中でございますもんで、それがまた、９月の全協で皆さん方に知らしめ

ていきたい、そう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（村木 脩君） 以上で10番、内山議員の一般質問を終結します。 

  ここで、２時35分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（村木 脩君） ２番、笠井議員の第１問、地域交通の未来についてを許します。 
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  ２番、笠井議員。 

（２番 笠井政明君登壇） 

○２番（笠井政明君） 皆様こんにちは。 

  ちょっと午後の３時ぐらいでちょっといい時間になってきましたが、私は事前に通告した

とおり、２問しておりますので、また一つずつ、回答のほうをお願いしたいと思います。 

  それでは早速、１問目の地域交通の未来についてをお伺いいたします。 

  現在、地域交通の今後について、全国的に新しい取り組みの研究、実証実験が盛んに行わ

れております。伊豆地域においても観光型ＭａａＳ、Ｉｚｕｋｏというアプリの実証実験が

行われています。 

  ＭａａＳの取り組みを踏まえて、以下の点をお伺いいたします。 

  １点目、観光型ＭａａＳの取り組みについて当町の考えはどうでしょうか。 

  ２点目、今年度、先ほど内山議員のほうにもありましたが、コミュニティ交通について調

査を行うということでしたが、どのような方法で検討していくのか。 

  ３番目、ＭａａＳと自動運転がセットで今後検討されていくような考えがありますが、当

町では積極的に実証実験等に参加する考えがあるか、御答弁をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第１問、地域交通の未来については３点からの質問になっ

ておりますので順次、お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、現在、東急電鉄、ＪＲ東日本、伊豆急行など交通機関が中

心となり、伊豆半島東海岸を中心に実証実験を行っている観光型ＭａａＳのＩＺＵＫＯにつ

いては、空港や駅から目的地となる観光地までの２次交通をスマートフォンで予約・決済、

旅行者にシームレスな移動を提供することにより、快適な旅を楽しんでいただけることをＰ

Ｒし、伊豆の観光地としての優位性を確保することを目的としております。当町といたしま

して将来的にはＭａａＳが普及していくことが予想されることから、今回の実証実験の結果

を注視していきたいと考えております。 

  次に、２点目についてですが、コミュニティ交通の整備について検討する上、本年度日常

生活の移動手段の確保において、現在、具体的にどのようにふぐあいが生じ、どのようなサ

ービスが求められているか、アンケートによる調査を実施していきたいと考えております。 
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  次に、３点目についてですが、実証実験等の実施による当町への有効性を確認し、参加の

有無を決定していきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ２番、笠井議員。 

（２番 笠井政明君登壇） 

○２番（笠井政明君） 御答弁ありがとうございます。 

  観光型のＭａａＳにおいては、今、下田市と伊豆急さんとＪＲとやっておりまして、シー

ムレスにという形ですが、Ｉｚｕｋｏのアプリから予約をして決済等々いけることによって、

一々今までかかっていた電車の切符を手配をして、施設の入場料を払って、レンタカーの予

約を別でしてということが１つでできることによって、滞在時間等を延ばしていこうという

ことが目的であるのと、もう一つは、やはりこの人口が減っていく中で、２次交通がやはり

使われないと、そこの事業者さんたちの今後というのが、やはり、あるという部分で人口が

減っていく中、やはり、住んでいる方々に使っていただくだけではやはり、存続というのが

難しくなっていく中で、観光の部分、伊豆は今まで自家用車というのが主でしたが、２次交

通を使っても快適に旅ができる実証実験だと私、思っております。 

  この下田市の中で、Ｉｚｕｋｏのアプリでできるのが、オンデマンドのタクシーの予約、

バスの予約ですね。こちらは、御存じかもしれませんが、Ｉｚｕｋｏのアプリで指定の場所

で予約をして、何人、どこまで行きますという形をすると、ＡＩのシステムが各タクシー業

者さんのジャンボタクシーを今運用していると思いますが、そこの運転手さんのほうへこう

いう予約が入りましたということで、最短のルート、最適な時間というものでサービスが提

供できるという形になっております。 

  これは実証実験で旧町内だけ、という形には今なっておりますが、この未来というのを考

えたときに、時間で動くバス、乗る人がいるのかいないのか、今まであるオンデマンドのタ

クシー、電話で事前予約をしなければいけないという部分というのは時間の短縮、その場で

今からということで、すぐ手配ができる。ここに関しては、私は今後の未来としては、非常

に有効的ではないかと思って感じております。 

  ＭａａＳに関してはかなり世界中でもまだ始まっているような、まだまだＭａａＳはこれ

だよというのが決まってはいないのが現状でありまして、都心部等、交通が発達していると

ころでは非常に有効でもあります。ただ、地方においても、これは、非常に有効な部分があ

ると思います。 

  アンケートを、コミュニティ交通のアンケートを、今年行いますよということなんですが、
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やはり、東伊豆町の交通手段というのは主だって自家用車というのが多くなってくると思い

ます。高齢者の方々も、やはり、２次交通がないから、不便だから、車を使っているという

ところがあると思います。そういうアンケート結果が出てくるんではないかなと私、予想し

ておりまして、そこの部分も踏まえて、やはり、先ほどありましたが、町長のほうですね。

実証実験等に有効であれば、参加も考えていくよというところあるんですが、東伊豆町とし

て、今後こういう未来を考えながら、どのような交通がいいのかというのを当然、考えてい

ただければなと思っておりますが、町長、将来的になかなかすぐの実行ではないですけれど

も、夢物語みたいな話かもしれませんが、今後の未来について、ちょっと、お考えをもう一

度聞かせてください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 一番の問題はやはり運転手だと考えております。 

  やはり、前回も東京でも、バスの運転手が全然足りないということもありました。現在、

この伊豆におきましても、タクシーの運転手が足りないという中で、夜中なんかできており

ません。やはり運転手の問題をクリアするには何が一番かというと、やはり、無人運転とか、

いろんな面でやって、当然このＭａａＳが将来的にはこの主流になってくると考えておりま

す。 

  やはり、キャッシュレスになった中で、それで、その場所から交通社を呼ぶ、将来的には

このような方法でいくのではないかなと考えております。 

  やはり、運転手の不足、それを何で補うか。それは、ＡＩとかそういう機械的なもんでは

ないかと考えておりますので、そういう運転手が十分供給できるならば、やはり、その隅々

を考えて、それをやっていかなければなりませんけれども、現実問題として、今後10年間か、

何年か先には、運転手がほとんどいなくなるというふうな予測は私はしております。現にこ

の稲取駅も再三再四、夜中タクシーがないから何とかしてくれと言っている中で、やはり、

タクシー会社とも、運転手がいないよということが一番でして、その若く、運転手になる人

がいない、もうある程度もう高齢化している中でいるので、一番の課題はもう何といっても、

公共交通に関しましては、運転手さんと言われておりますもので、当然、将来的には、これ

を含めた中での自動運転、これは将来やっていかなければならないのかなと今考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ２番、笠井議員。 
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（２番 笠井政明君登壇） 

○２番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  将来的には、どうしてもこの方向には進むだろうと私も思っております。ただ、その時期

というところですね。これはいろいろ考え方がありまして、かなり今、国交省等々も自動運

転とか、このＭａａＳの手法とかを非常に取り入れています。 

  １つは、2020年東京オリンピックで外国人がたくさん来られるというところ、１つで言う

と、キャッシュレス、先ほどありましたけれども、ということで、１つの媒体というか、も

ので、シームレスに動ければ、非常に動きやすさというのが上がってくるので、それだけで

はなくて、いろんな部分でオリンピック以後も出てくると。 

  ただ、移動手段が先ほど言ったように、人材不足というのは全国的に見て当町だけではな

くて、抱えている問題でございます。 

  実はこの自動運転に関して言うと、皆さん、記憶にあるかもしれませんが、昨年、トヨタ

自動車とソフトバンクが共同で会社を設立しています。ＭＯＮＥＴという会社なんですけれ

ども、ここの会社に関しては何をしているかというと、トヨタ自動車は当然なんですけれど

も、自動運転の技術と、あとは、ソフトバンクに関してはＭａａＳの部分ですね、スマート

フォンとか、通信の部分で、これをいろんなところで実証実験をやったりとか、いろんな使

い方の今、研究をしている機関であります。 

  かなり、たくさんのところと提携を結び、今、実証実験をしており、また、トヨタ自動車

がトヨタモビリティ基金というものを行政に助成をしてやっております。 

  １つおもしろいなと思った事例を御紹介させていただくのは、長野県の伊那市でございま

す。提携しているのは、先月５月14日です。これは、MONET Technologiesという会社なん

ですけれども、と、伊那市が提携を結びまして、何の提携をしたかというと、ＭａａＳを使

った遠隔医療でございます。 

  先ほど言ったＭａａＳというのは移動手段ですよね。遠隔医療って何だろうなというとこ

ろ、あると思うんですが、やはり、伊那市、地域柄、ちょっと、規模が大きくて、ちょっと、

医療の部分で中山間地域とまちなかとの距離があるというところで、看護婦さんが救急車の

乗って患者さんのところへ行くと、それに関してはスマートフォンだったりとか、事前予約

をしていただくと、看護婦さんがタブレット等々を持っていきながら、その回る自動車から

遠隔医療をドクターと行うと、ドクターのほうは、中核病院との電子カルテ化をする。要は

共有する。これがどんどんいくと、最終的なフェーズというのが、2021年からという形には
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なっていますが、そういう行ったものに関して、遠隔調剤を行おうとしています。医薬品の

配送までをドローンを使って行うと、ＭａａＳに関してはもう先ほど言ったように、自動車

を移動手段だけという形が非常にヨーロッパとかとられていますが、今後、こういう形で中

山間でも非常に、例えば、買い物支援だったりとか、この医療だったりとか、非常に広がっ

ていきます。 

  なので、町としても、これに関しては公共交通会議に提案をして、どんどん最先端、特に、

伊豆で広域的に行えるような働きかけをぜひしていただきたいと思います。 

  なかなかこの横文字でと言われてしまうとあれですが、多分、早ければ、伊那の事例を言

うと、2021年からもうテストを行うという形になっていますので、10年後には、実用化され

る可能性も出てまいります。 

  この進んでいく中で、ではうちの町がそろそろと、手を挙げるころには、かなりのところ

で始まっていて、ちょっと出おくれ感が出てしまうので、その辺も含めて、町長、ぜひ、私

はお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、ＭａａＳというもの、私も、調べました。2015年に新しくでき

た、まだ、できて四、五年なんですよね。そういう中で、実証実験をやっていると。 

  伊那市が今やっている。どういう結果になるか。看護師さんが、乗ってそのデータも向こ

うやってやりとりすると、そこで確かな情報が伝わればそれは、間違いないですが、やっぱ

りそこで、誤診が出たりすると、また、いろんな面でありますもんで、やっぱり、そういう

実証実験を見た中で、乗りおくれては絶対いけないと私は考えております。 

  やはり、これからの人口減少、また、いろんなことを考えた中で。 

  これは１つの有効な手段だと自分は考えておりますので、その辺は十分検討していきたい

と思います。 

  しかし、やはり、まだ、なって新しいものです。それまでの４つの段階、レベル１と書い

てあります。そういう中でまだまだできたばかりですから、これは十分検討した中で、時代

に対応した乗りおくれない、これだけは約束していきたいと思います。 

  そのために、十分検討した中で、このＭａａＳには今後取り組んでいきたい、そういう考

えでございますもんで、御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ２番、笠井議員。 
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（２番 笠井政明君登壇） 

○２番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  乗りおくれないというところで、町長、今言っていただいたので、ぜひ、何か、自動運転

等、ＭａａＳとか、実証実験、ぜひあれば、積極的に取り組みをお願いしたいと思います。 

  私のこの個人の考えでございますけれども、自動運転の実証実験に関しては、都会という

よりかは、私はこういう地方のほうが非常に向いていると思いますし、実際に、困っている

人たちがたくさんいる場所ではないでしょうか。特に東伊豆町は電車は縦に通っていますが、

横串と言われる駅から山間地までの２次交通というのがもう昔からの問題点と言われており

ます。こういう部分で単純なルートかもしれません。駅から例えば入谷とか、そういう単純

なルートで交通量もさほど多くないところほど、実証実験に向いていると思いますので、こ

の辺はお願いをして、１問目の質問は終わりにしたいと思います。 

  答弁お願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然そういう、この町に有効であるというときは、実証実験として、

手を挙げるのはやぶさかではありません。 

  しかし、今回も、やはり、下田市が一応、１つの実証実験の場としてなると。やはりこれ

は、タクシーという中でなったのでそれは一切我々に相談が、あくまでも民間の方がやった

中で、下田市さんがその１つの実証実験の場となったという中で、そういう中で、この地域、

また、いろんな面でこの町に有効となれば、それは最終、手を挙げたいと考えております。 

  しかし、この１市５町からの、うちの町は、伊豆急さんが通っておりますもので、もし実

証実験となれば、もっと交通の不便な西のほうじゃないかと私は考えておりますけれども、

その手を挙げるにもやはり町にとって有効であるなら、それは当然実証実験として手を挙げ

ていきたい、そういう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、少子化対策についてを許します。 

  ２番、笠井議員。 

（２番 笠井政明君登壇） 

○２番（笠井政明君） そうしましたら、２問目の少子化対策についてをお伺いいたします。 

  少子化対策として町は東伊豆町子ども・子育て支援事業計画等で少子化対策、子育て対策

を行ってまいりました。国も子育て対策の一環として、本年10月より幼児教育無償化が始ま
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ることが閣議決定されましたことを踏まえて、以下の点をお伺いいたします。 

  １点目、東伊豆町子ども・子育て支援事業計画は今年度が最終年度となっていますが、来

年度以降の計画はどのように考えているでしょうか。 

  ２点目、小規模保育所を計画、開設した際には、町長は子供が増えていく方向でやると、

と答弁をしておりましたが、当時の年間出生人数から横ばい傾向でその前の50人台へは戻っ

てはいません。 

  この２年で具体的にどのような対策をとり、今後どのような計画で目標人数をどの程度に

設定しているのか、教えてください。 

  ３番目、10月より幼児教育無償化が始まると、今年度と同じ保育園児数、幼稚園児数と仮

定した場合、来年度以降、保育料の国・県・町のそれぞれの負担はどの程度になると見込ま

れますか。 

  ４点目、認可外保育施設は一定の経過措置が行われる予定ですが、町として今後どのよう

な指導を行っていくのか、教えてください。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第２問、少子化対策については、４点からの質問となって

おりますので、順次お答えいたします。 

  １点目についてですが、子ども・子育て支援法に基づき、平成27年度から今年度末までの

第１期として子ども・子育て支援事業計画が定められており、令和２年度から６年度までの

５年間の第２期計画を今年度、児童環境づくり推進委員会で協議を進めていく予定です。 

  計画策定においては、昨年度、０歳児から小学生までの子供の保護者に対し、実施したア

ンケート調査の結果も踏まえ、国が示す基本方針に基づく、子ども・子育て支援事業計画を

策定していきたいと考えておりますので、御理解願います。 

  ２点目についてですが、町では、子宝祝金、子育て用具購入費補助金事業を継続実施して

おり、昨年10月より子ども医療費の無料化、18歳までに拡充するなどの、支援の施策を行っ

ております。 

  また、若者の定住促進住宅取得補助事業や移住・就業支援事業など若者の定住を促進する

ことで少子化対策に寄与するものと考えております。 

  今後策定する子ども・子育て支援事業計画の中で、人数の見込みについては、幼児教育無
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償化の影響など考慮しつつ、国の算出方法などを参考に児童環境づくり推進委員会で協議し

ていきたいと考えております。 

  ３点目についてですが、実費を除く保育料は、３歳から５歳までの子供の保護者及び０歳

から２歳までの子供がいる住民税の非課税世帯の負担はなくなり、国・県・町の負担額につ

きましては、無償化に伴う負担割合の国の方針が現時点ではまだ決まっていないため、回答

することができませんので御理解を願います。 

  次に、４点目についてですが、認可外保育施設は、待機児童問題により、５年間の経過措

置として指導監督の基準を満たしていない場合でも幼児教育無償化の対象としておりますが、

今後、認可外保育施設の認可施設への移行など保育の質の確保や向上を促進していくことが

国の方針であります。 

  認可外保育施設側の考え方もあると思いますが、町といたしましても、国の方針を認可外

保育施設に理解していただきたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） ２番、笠井議員。 

（２番 笠井政明君登壇） 

○２番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  来年度から、第２期という形でやっていくということでしたが、やはり、27年から今年度

までの計画において、やはり、やれなかった部分というのはたくさんあるかなと思います。 

  また、こちらの計画においては、ＰＤＣＡというもので随時見直すんだというふうに書か

れておりましたが、なかなか目に見えた変更というのはあったかどうかというのがちょっと

見えないかなというところがございます。 

  どうしても、５年計画になってくると、前に町長は中間年度で１度見直しをしてなんて言

っていましたが、かなり目まぐるしくスピード、特に、幼児教育等々に関しては、変わって

いきます。 

  すぐ対象者が１年、２年で対象になってしまうというところでございます。 

  町として、今後、来年度以降の計画をつくる際は、当然、その辺も踏まえ、実施ができる

ような、かつ、人数を減らしていかないというか、いう形で行っていっていただきたいと私

個人は思っております。 

  今まで町がやってきた子宝祝金とか用具の補助、若者定住とか、一定の成果は出ているか

と思われますが、やはり、この今回子育てという、少子化対策ということで、言っています

ので、余り言いませんが、やはり、少子化対策においては、子育てしやすい環境も当然です
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が、その家庭の方々が生活ができるというのが、やはり、ベースだと私は考えております。 

  例えば、ヨーロッパ、先進国なんかは、妊娠してから、出産、子供が大学行くまで、一切

合切金がかからないというところで、フランスだったかな、増えたりとかしています。 

  これは、もう国の問題になってくるので、当町でどうこうということはないですけれども、

やはり、不安があるから、やはり、こういうものがあっても、お金もらえるから子供産もう

ということは多分ないと思うんですよ。あれば、皆さん助かるのは当然のことなんですけれ

ども、だから、やらなくていいということではないですが、やはり、全体的に見て、そうい

うところもやっていただいていますが、町として今度の計画をつくるときは、子育てだけで

はなくて、そこにかかわる両親の生活環境だったりとかも踏まえて、計画をしていただきた

いなというところはあります。 

  ３点目のまだ国のほうが決まっていないよということだったんですけれども、確かに確定

はしていないんですけれども、大体負担割合って出ていたと思うんですけれども、ちょっと

待ってください。例えば、幼児教育無償化、平成31年度予算案3,882億円（公費）と書いて

あるんですけれども、今年度なんで、あれですけれども、主な負担割合、国が２分の１、都

道府県４分の１、市町村４分の１、これは私立の保育園、幼稚園と、公立に関しては、市町

村10分の10という格好になっているかなと、これ、12月の段階なんで変わっているかもしれ

ないですけれども、なので、多少なりとも、やはり、町が出さないといけないのかなという

ところはあるんですが、増税分で交付税が増えるかなと思うんですけれども、算定、10月で

すので、もうあと四、五カ月というところなんで、町としてどんな感じで予測しているかだ

けはちょっと教えていただきたいなと思います。 

  今年度に関しては国が持ってくれるということなんで、来年度以降の話にはなると思いま

すが、あと、４点目、認可外保育施設、一応５年間の措置という形なんですけれども、ここ

のところ、ちょっと、気になるところは、やはり、国のほうは、認可保育所が定数をオーバ

ーした場合に関して、無認可の部分に関しては、同じように、無償化の対象にはしていくと

いうところがあります。 

  例えば、当町でいうと、無認可さんはあって、利用している方々もいるというところがあ

ります。なので、そこに対して、町はどのように指導をもう一度していくのか、ちょっと詳

しく教えていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、後期の子育て支援、その中で、一応、この中に、子供の親子の
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関係、書いてありますので、当然、子育て、子供だけじゃありません。やっぱり、両親が安

心して、育てる。そういう環境づくりね、やはりそれも大変重要だと考えておりますもので、

その辺はこの中にはまた、入れていくのではないかと考えております。 

  基本的にやっぱり、両親がやっぱり、安心して働けるそういう施設が必要でございますも

んで、それはやっていきたいと考えております。 

  そして、前回のなぎる園のときも、子供が増えると私、言ったかと、言ったということは

基本的はそういう０歳から２歳という方のそういう施設、入ってくる方が多いじゃないかと

いうのは、これから、その中で言ったのでありまして、今、おかげさまでなぎる園は本当に、

一生懸命皆さんが頑張って、前回も保育園の展覧会見せていただいた中で、本当に皆さんが

なぎるの子供たち、一生懸命絵を描いておりますし、また、消防団の分団のパレードでも、

まちなかへ出て、本当に応援してくれているので、なぎる園に関しては、つくってよかった

かなと今考えているのが現状でございます。 

  そういう中で、あと、負担割合は、ちょっと原課のほうで説明いたします。 

  無認可保育園、笠井議員も知っているように、あそこでございますけれども、一応５年間

は一応、その対象になるということは聞いております。 

  そうすると、５年後のことですけれども、町といたしましても、できるだけ、認可のほう

にやっていただきたいなと、指導をしていく。しかし、一例といたしまして、今、せっかく

補助事業でもらえた補助金をもらえたのに、ちょっと、改修すればもらえたんですけれども、

それも、ちょっと、指導が、改修もちょっと怠っているというようなこともありますもんで、

そういうちょっとしたところを直せば補助金をもらえることは、また、指導した中で、やは

りそういう補助金、もらえるものはやはりもらった中で、子育て支援で重要な施設だと考え

ておりますもので、その辺は無認可であろうとも、町といたしましては、十分面倒を見てい

きたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 保育料の負担なんですけれども、現時点では無償化部分に

伴う負担割合の国の方針がまだ決まっていないため、仮に、現在の負担割合で算定しますと、

国の負担額が5,723万円で現行より、1,270万円ほど増加します。県の負担は2,628万円とな

り、635万円ほど増えます。町の負担は2,496万円となり、635万円ほど増加します。 

  以上です。 
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○議長（村木 脩君） ２番、笠井議員。 

（２番 笠井政明君登壇） 

○２番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  やはり、増税分がというところがあるとは思うんですけれども、増加だけ見てしまうと、

というところありますが、多分、大丈夫なのかなと思うんですけれども、その辺は本当に慎

重に、考えて、もう方針が無償化という形なので、町が今の算定基準でいけば出さなきゃい

けない部分、どうしても、出てきますので、その部分でやはり町民の負担というところをな

るべく減らせるように、当然、いろいろなところで、町長も意見を言っていただきたいと思

います。 

  認可外保育施設に関しては５年間のうちで、町長、指導をしながら、補助金の件も言って

いましたけれども、要らないよなのか、直せないよなのか、原因はいろいろちょっとわから

ないかもしれませんが、でもその辺の部分をやはり、もうちょっと親身になって考えてあげ

たりとか、町長、認可外になっていただきたいということを、そういうわけではないんです

ね。 

  認可に、認可をとっていただきたいということですよね。ところなんですけれども、ごめ

んなさい、僕が言い間違えました。認可をとっていただきたいということだったんですが、

今、あるように、稲取保育園、あと、なぎるとありまして、先ほど言ったように、人口がや

はり、ちょっと減っていく中で、出生が今、30人台です。現状で言うと、いろんなサービス

があって、ここ、認可になったときに、町として、幼稚園の部分も含めてなんですけれども、

今後、どのように、この無償化が決まってから、町のビジョンとして、どのようにしていき

たいのか、ちょっと、１つ聞きたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これ、再三再四、一応、本当子供減ってきます。その中で、この町に

本当、保育園１つ、幼稚園２園、そして、今、無認可保育園１園、これが本当にこの町に必

要かどうか、やはりその辺は十分考慮した中で、やはり、ではどこか１つにまとめるとか、

そして、それは、今後の検討ですよ。自分の考えとしては１つにまとめるか。そうしたら、

また、稲取、熱川地区に１カ所設けるか、やはりある程度、４つあるところ、やはり、少子

化、子供が本当少なくなってきますもんで、その辺はある程度、考慮した中で、それが成り

立つような方向、これをやっていかなければならないかなと考えております。 

  将来的にはこの町に保育園、幼稚園、無認可保育園、４つ、果たして、少子化の中で必要
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かどうかということは、今後、十分検討しなければならないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ２番、笠井議員。 

（２番 笠井政明君登壇） 

○２番（笠井政明君） 将来的には、考えなきゃいけないと言っていますが、30人ですよ、町

長、30人台ですよ。すぐ０から２に関しては、今現状ですよ。 

  では例えば３歳からの幼児教育と言われる幼稚園、もしくは保育園、では３カ所と算定し

たところで、平均で10ですね。いつ、やらないと検討していくと、これが30の前半になって、

20の後半になり得ます。 

  となると、もう今すぐやらなきゃいけない問題ではないでしょうかと私は思っております。 

  なので、ここがどうだとか、あそこがどうだとか、今、考えているということなんですけ

れども、この一、二年で決着出さないと、本当にどっかが成り立たなくというか、運営が厳

しくなるのが、目に見えていると思うんです。 

  その辺を、町長、考えてますよということなんだけれども、いつぐらいまでにどうしなけ

ればどうなるという考えはお話し合いはしているのかどうかというのだけは教えてもらって

いいですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは一般の町民が見ておりますもんで、これはまた、先行して言っ

てしまいますと、また、あれですから、ある程度、自分、基本的には自分の任期中にはある

程度、方向性を出したいなというのは、考えはあります。 

  というのも、３年後にはもう、本当30人になってきますもんで、これは早急にもう結論を

出さなければならないという中で、ある程度の人には、投げかけております。 

  そういう中で、できるだけ早く、自分の任期中には何とかその方向性だけは示していきた

いなということは皆さん方に言っていることだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ２番、笠井議員。 

（２番 笠井政明君登壇） 

○２番（笠井政明君） わかりました。 

  ではそこの部分に関しては、町長が任期中に決着をつけて将来性を見込んでくれるという

ことで、御答弁いただきましたので、そちらのほうをいろいろまた、議会にも御説明あると
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思いますので、そのときにまた御質問をさせていただきたいと思います。 

  この質問は以上で終わりにしたいと思います。 

  いいです。 

○議長（村木 脩君） 以上で２番、笠井議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（村木 脩君） 次に、11番、藤井議員の第１問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  11番、藤井議員。 

（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） それでは通告しておきました２問について質問いたします。 

  まず、第１問に、町長の政治姿勢について、これを伺いたいと思います。 

  太田町政になって13年が過ぎ、長きにわたる町政運営の成果と弊害が問われております。

そこで、以下を問いたいと思います。 

  観光宿泊者数、町人口、町税金収入、町税の収入など、いずれも減少していますけれども、

どのような有効対策がこれまでとられたのでしょうか。 

  ２番目としましては、財政逼迫が住民サービスの低下にしわ寄せされているということが

ありますが、これは非常に問題ではないでしょうか。これはいかがでしょうか。 

  お尋ねします。 

  ３番目に、この間２度の町長の減給処分がありましたが、その経緯及び原因をどのように

考えているか。これについてお伺いします。 

  次には、今後の信頼回復にどう取り組むか、再発防止策をお伺いしておきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、町長の政治姿勢については４点からの質問になっ

ておりますので順次、お答えします。 

  まず、１点目についてですが、観光宿泊者数については、減少しておりますが、この問、
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細野高原のすすきイベント、素戔嗚神社の雛段飾り、熱川温泉のキャンドルナイトなど新規

イベントの開催だけでなく、イベント内容の見直しを実施いたしました。また、レインボー

ディスコクラブ、キンメマラソン、オリジナルマウンテンマラソンなど民間イベントに対す

る協力や、ロケ支援等にも注力し、過去の客層とは異なる層の誘客につながっております。 

  また、10年前の平成21年度には4,656人だった外国人宿泊客については、昨年度は２万418

人となっております。 

  さらに、人口減少・超高齢化問題の深刻化に対しましては、本町が抱える地域の課題を解

決し、将来の発展・繁栄を図るために、まち・ひと・しごと創生人口ビジョンを策定し、あ

わせて策定した総合戦略により人口減少対策事業に取り組んでおります。 

  次に、２点目ですが、当町に限らず、人口減少は地方財政に大きな影響を及ぼしておりま

す。人口減少とそれに伴う経済、また産業活動の縮小によりまして、地方公共団体の税収は

減少し、その一方で、高齢化の進行による社会保障費の増加が見込まれており、地方財政は

今後もますます厳しさを増していくことが予想されます。 

  そのような中で、人口減少を克服し、また、地方創生を実現するとともに、住民生活の安

心と安全を確保する役割を果たしていくことは最大限の努力を払うことは当然のことではあ

りますが、一方では、多様化する住民ニーズに対しまして、既存事業の拡大・縮小・廃止の

必要性を見きわめまして、町民の皆様の視点に立ちまして、費用対効果の検証、また、行政

の責任範囲の明確化、事業の効率化等を十分精査・検証いたしまして、事業の選択と集中を

推進していかなければならないと考えております。 

  次に、３点目についてですが、このたびの２度にわたる減給処分につきましては、私の不

徳のいたすところでありまして、改めてお詫びを申し上げます。 

  この場で詳細にわたり申し上げるまでもなく、風力発電修繕工事に係る事務調査特別委員

会の報告書のとおりでございます。全て私の管理監督責任であるとともに、不適切な事務処

理の責任を重く受けとめております。 

  次に、４点目についてですが、行政報告でも申し上げたとおり、全職員に対するコンプラ

イアンス研修を早期に実施いたしまして、指針マニュアルの配布を予定しております。 

  さらに、不正を防止する相互チェック体制については、管理職会議において議論を重ね、

組織体や、また、人事配置を含めたチェック機能体制を強化できるよう見直しを図ってまい

ります。また同時に、各事案の議会への報告・説明を徹底し、情報を共有しつつ、事業を推

進してまいりたいと考えております。 
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  なお、公益通報制度においても内部のみならず、外部からの情報提供に対応する要綱の見

直しを図り、再発防止に向けて、最善を尽くしてまいりたいと考えています。 

○議長（村木 脩君） 11番、藤井議員。 

（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） 今、人口減少とか高齢化、あるいは、税収の落ち込みというのは、

これ、我が町だけではないということをるるおっしゃいましたけれども、それはそのとおり

だと思います。 

  地方でこんなに豊かであるなという町、あるいは、人口が増えているというのは、本当に

少ないわけです。 

  ただ、私は、この町の落ち込みと言いますか、そこがちょっとやはり、大きいんではない

かなと、人口の減少化率、いわば、それが少し加速度をついているような感じの落ち方じゃ

ないかなというふうに思っております。 

  かつて、町長が就任されたころの平成18年ですか、それぐらいの人口が１万4,931人ぐら

いですね。１万5,000近かったのが、今現在、１万2,177人、大体2,754人減少しているとい

う、これはやむを得ないといえば、やむを得ないんですけれども、ただ、別な面で言います

と、高齢化率、これなんかも、高くなっております。これは伊豆全体も高いんですけれども、

伊豆でも下から２番目か３番目くらいに、高齢化率が高くなって、現実にはもう45％ぐらい

の、65歳以上の人口ですね。高齢化率がそれぐらいになってきていると。 

  また、町の財政に関しても、これは一番根幹をなしているわけですけれども、当時、平成

18年ぐらいの規模ですと、やはり、22億7,000万円というぐらいの数字があったかと思うん

ですけれども、今年と言いますか、19億何千万円ぐらいにこれは町の財政が単純に言って、

予算ベース、予算ではなくて、昨年のベースでいっても、大体３億円ぐらいは減っている。

この18年ぐらいの間に、22億7,000万円ぐらいから、19億7,000万円台に減少しているという

ことからいっても、これはゆゆしい事態だなというふうに思うわけですよ。 

  先ほど町長は、明るいほうの数字でプラスになっている面もあるのではないかというふう

なことをおっしゃいましたけれども、例えば、観光の人口から言えば、昨年よりやはり今年

は４万4,367人減っていると、これは、5.6％の減少というふうに町長みずからおっしゃって

いるわけですよ。こういうふうなことを見ますと、決して全然歯どめもとまっていないし、

非常に衰退の方向にあるのではないかと。 

  そこで、私どもも何とかこれを食いとめて、明るい町と言いますか、豊かな方向にしたい
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なということで、自分たちも、それなりにいろいろ考えたり、提案したりをしているわけで

す。 

  先ほど来、たくさんの議員の皆さんが、いろいろ提言もなさっている。そういうふうな中

で、なかなかしかし、下げどまらないというのが現状ではないかと思うんですよ。 

  これ、人口の減少が結果的には、税収の落ち込みになりますし、その原因には観光の落ち

込みもある。 

  そうなりますと、結局観光政策と言いますか、根本的に、町長がこれをやらなければとい

うふうな強い思い入れと言いますか、この間の13年間の中で、自分はこういう理念で引っ張

ってきたんだと、これを提案して、これは成功したというようなと、という例なんかが、あ

れば１つ、２つ教えていただきたいなというふうに思います。 

  そこのところは、少しちょっと長くなりましたけれども、どうぞ、１点から。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私も就任して13年以来、もう東伊豆町で一生懸命頑張ってきました。 

  しかし、結果として残らなかった。これは大変残念でございます。 

  藤井議員がもろもろ言った中で、こういう中で、人口も減っている。収入も減っている。

これは、人口減少も本当、だんだん高齢化も増えています。その中で、東伊豆町、大変厳し

い状況に置かれているということは、私たちも、皆さんも認識していただきたいと考えてお

ります。 

  その中で、町といたしましても、この東伊豆町が今後、生き残るような施策を町も考え、

また、議会のほうからも提案していただきたいと考えております。 

  その中で、13年の中で、一番何が実績残ったかというのは、やはり、自分のやりたい事業

があったにもかかわらず、ちょっと皆さん方の同意が得られなかった。これはたらの問題で

すが、これはちょっと、言いませんけれども、やはり、自分として、この町にとって大変い

い事業であろうかと思った中で、私の説明不足、また、皆さん方の同意を得られなかったこ

とは、これは私の不徳のいたすところであります。そのたらがあったらば、また、東伊豆町

は違った方向へ行ったんではないかなと考えております。 

  その中でいろいろやりました。しかし、やっぱり町がやるとしては、やっぱり、今、一番

自分が考えているのは、そのキンメマラソンとか、グリーンフォーレスト、やはり民間が中

心と、核となって成功した事例、やはりこういう事例があります。やはり、町が主体となっ

た事業、これはなかなか言うことができません。やはり、ある程度、町は何回も言っている
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ように、側面から支援で、そういう民間、例えば細野高原といたしましても、これは観光協

会、町がやると言ったわけではなくて、あくまでも民間の方が観光協会、いろんな方が細野

高原はすばらしいからそれを活用したらどうかという中でやった事例でございまして、あく

までも町が提案してやった事業ということは、自分の中ではちょっと、思い当たりませんも

んで、その辺は御理解願いたいと思います。 

  なにしろ、また、これから、この東伊豆町は生き残っていくためには、やはり、皆さん方

と本当、一致団結した中で、この東伊豆町、よりよい町にしていきたいと考えておりますの

で、また、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 11番、藤井議員。 

（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） 一生懸命やってきたというのはわかりますけれども、それが、例え

ば、キンメマラソンなど挙げましたけれども、これはやはり民間の力であって、その民間の

力を借りるというのはもちろん大切なことなんですけれども、そうではなくて、やはり町長

は理念を示して、この町のどういう形でこの町を隆盛に導いていくのかということをやはり

求められているわけですよ。 

  そういうものが余り見えてこない。町長もやりたいことがあったけれども、なかなかでき

なかったとかいうようなこともおっしゃっていましたけれども、そういう点でこの13年間、

私は太田町政が長きにやってきた割には、町勢が上向かない。ますます何となく元気なくな

ってんじゃないかというふうな思いをいたしているわけです。 

  これはまた、町長、１個人ではなくて、これは町という行政機関が取り組むべき、あるい

は、もちろん、議会もその産業団体やら、たくさんの人たちが、協力してやらなければなら

ないことですけれども、町長は当然ながら、その司令部ですから、トップですから、それだ

けにやはり、高い給料も保障されているわけですから、これは、私ども町民からすれば、こ

ういうやはり立派な町長いただいて、町がこんなに住みやすくなった、よくなった、豊かに

なったという思いをしたいなというふうに思うわけですよ。 

  これは、現実に人口増加している市町なんかもあるわけですよ。地方で、視察に行きまし

たところでは、例えば、信州、長野県の南箕輪村とか、これは人口１万5,000ぐらいの規模

のところですが、若干増えている。 

  ほかにも、私、個人的に視察してきたこの連休を通じて行ってきたところなんですが、連
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休明けにかけて、山梨県の都留市なんかは、祝３万人達成なんていう赤い字で書いた看板が

役場の建物の中にありました。 

  そんなふうに何らかの形で政策を掲げて実行している町が若干あって、それはまた、徐々

に成功を収めつつあるわけです。 

  私は、例えば、これは考え方はどうかわかりませんけれども、そこの町民が生き生きとし

て、いい町だなと、もう喜んで住んでいるような町は、やはり観光客も来ると思うんですよ。 

  その反対に、もうとんでもないな、この町はというふうに思いながら、一刻も早く引っ越

したいななんていうふうに思っているような町は、これはなかなか、観光客が来てくれない

んじゃないかと思いますよ。 

  というのは、それは直感ですよ。具体的な関連性はありません。 

  ただ、やっぱりそういうものではないかと思うんですよ。 

  で、私は、今、この町は人口減少の原因が単なる出生数が少ない。死亡者が多いという自

然減というだけではなくて、社会減少的に、例えば、うちの町から伊豆高原のほうに行っち

ゃうとか、周りの河津町とか、別なところに行ってしまうとかというような減少も現実には

あるんですよ。皆さんの身の回りでも、ああ、誰々はどこへ引っ越したよとか、いう例はあ

また聞くんではないかと思うんです。 

  そういう社会的な減少も含めて、この町が必ずしも、その暮らしやすいとは言えないんで

はないかというあたりが１つ問題だと思うんです。 

  例えば、お子さんを抱えている方たちが、どっかに保育園預けたいなと思っても、この町

では町営の保育園というのがないんですよ。これは民間に委託している形、いわば、民営な

んですよね。 

  これは、私が来た40年前から変わってないんです。私がこの町に来たとき、まだ、１歳半

と４歳の子がおりました。家内が役場に行って、旧庁舎でしたけれども、そこで、子供をど

こに預けるんでしょう。そんな小さい子いて、働くんですかと言って、いわば怒られたみた

いな、そういうのは、おじいちゃん、おばあちゃんに任せるんですよ、なんて言われて帰っ

てきたという思いがあります。 

  しかし、おじいちゃん、おばあちゃんいて、働かないで済めば、誰も働かないんですよ。 

  しかし、働かざるを得ないから、働くわけですよ。 

  で、そういう悔しい思いをしましたけれども、その日から全然変わっていない。さらに言

えば、この間、国では、幼稚園と保育園を一緒にしなさいといういわゆる認定こども園の考
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え方を提示しましたね。残念ながら、この町はそのことには触れませんでした。これはやは

り、他市町はいち早くそれを取り入れて無駄のないような保育園経営なり、幼稚園経営なり、

しているわけですよ。 

  例えば、幼稚園というのは午前中、11時ぐらいで終わる。そのときに当たって、しかし、

小さいお子さん預けたいという方、いっぱいいる。これはどうするのかというふうなことを

考えたときに、これは、その垣根を取り払いなさいと、町長も厚生労働省管轄の保育園から、

文部科学省管轄の幼稚園との間の垣根を取り払って、認定こども園をつくりなさいというふ

うなことを全国的にも通達しているわけです。 

  各地に生まれているんですよ。 

  それがこの町はそういうことにも一切やってこなかったという実態があります。 

  私は町の住みにくさを言っているんではない。本当にすばらしいなと思って、この町に定

着してきているわけですから、恩返しのつもりでいろいろ活動しているつもりですけれども、

例えば、町長、先ほど観光の件で、町の観光の中で、静岡のデスティネーションキャンペー

ンで、三筋山の星の観察ですか、それなんかも、行政報告の中で言っておられました。 

  しかし、あの三筋山にあんなに風車をたくさん建てて、誰が星を見にいくんですか。夜は

ピカピカピカピカ、電気がつくんですよ。そういう中では、私どもは必死になって、あれは

あのまま置いておくべきだと、自然が何もないということが今、本当に重要だよということ

をこれは何回も論争しましたね。 

  それは、過去にさかのぼってじゃなくて、過去をよく検証しなければ現在にも盲目になる

んですよ。そういうことがあります。 

  それは、やはり、現在、あれを失ってから、再び、取り戻すというのは難しいんです。そ

ういう意味では、町民の言っていること、もっとさらに、長期的な観点で観光等も考えるこ

と、そういう必要性があるのではないかと私はここ、13年間、町長が一番初めにやった仕事

の中の１つにあの風車の建設があるんですよ。判こをついてしまったという。そういう同意

の案件があったんです。それに関しては私は議会に出てすぐ、何だこれはというふうにやっ

たわけですけれども、いずれにしましても、観光等々に関しても、それから、子育てとか、

そういう町の人たちの幸せということを長期の目で見て、自分はこういう方向でいくぞとい

うふうにやはり、町長は声高らかにといいますか、旗を立ててみんなをリードする役目があ

るんではないかと、それがこの間、この現在の退潮ぶりといいますか、うちの町はちょっと

落ち込んでいるなというふうなみんな認めざるを得ない。 
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  そういう中で、そういう観点も必要だったんではないかということが１つです。 

  それに関しては、当時、観光客が108万7,997人あったんですけれども、現在、75万1,197

人、33万6,800人減っているわけですよ。これを取り戻すのはなかなか容易じゃない。これ

については、根本に帰って、もっともっと住民を福祉なんかにも意を用いて、その中で、政

策を進めていかないとちょっと、取り返しつかない状態になっているんじゃないかと思うん

ですよ。 

  合わせてその数字の中で例えば、当時の平成18年の財政調整基金と現在では、どんなふう

になっているか、ちょっとわかったら教えていただけますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、本当、私もこの十何年、一生懸命私は東伊豆町のためにやって

きたつもりでおります。ただ、結果が出ていない。それは御存じのとおり。 

  その中で、やはり、人口が増えてきたところ、検討いたしました。そうしますと、やはり、

周辺に勤める場所があるんですよ。勤める場所があると、そこが１つの住居地となる。後背

地となる。やはりそこから、その都市に通う。そういうところがほとんどでございます。 

  何もないところで、ただ、子育て支援だけで人口が増える。そういうようなことはなかな

かございません。やはり、働く場所が近くにあった中で、いろんな子育て支援、そういう、

福祉政策をやっていく中で、人口が増えているのが現状ではないかと考えておりますので、

再三再四、うちの町はそういう企業がございませんし、何回も企業誘致してもなかなか来な

いのが現状でございますので、そういう中で、いろいろ一生懸命やった中で、そういうこと

が呼べなかったということが私も、責任があるかわかりません。 

  しかしながら、それは、一生懸命やってきたつもりで、人口減少に歯どめ、さらに、風車

の関係、基本的にはうちは、やっておりません。皆さん方の反対がありましたもんで、東伊

豆町はやりませんでした。それは理解願いたいと。あくまでも、あれは、河津町がやった事

業でございまして、うちの町は当然、そのとき、私は言いました。幾ら私が東伊豆町が反対

しても、河津町やりますよということは言ったつもりでございます。その中で、現状を迎え

ています。だから、あれは、東伊豆町がやった事業ではございません。それだけは御理解願

いたいと思います。あれはあくまでも河津町がやった事業でございますから、その辺は御理

解願いたいと思います。 

  そういう中で、当時、藤井議員からも、河津町に言ってほしいと言われましたけれども、

それはあくまでも治外法権でございまして、うちの町から、河津町の施策に関しまして、こ
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とはとてもできませんもんで、それはもう、言うことはできませんでした。 

  その中で、もううちの町が反対してあれはできますよということは当時言ったつもりでご

ざいますもんで、あの風車に関しましては、東伊豆町がつくった風車ではないということだ

けは御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、やはり、これ、本当に風車に関しましては、再三再四藤井議員と質疑やっ

ておりました。やはり、私も細野高原に来た中に、観光客に聞けば大体半々でございます。

いかがなものかという人も半分、ああいいよねということも半分、だから、それがやっぱり、

景観というのは、余り論争にはならないねということは、再三再四言っておりますけれども、

あの三筋山の風車に関しては、河津町が建設したということだけは御理解願いたいと思いま

す。 

  本当、もろもろのことを言われましたけれども、それはそのとおりでございます。それは

反論する気持ちはございません。現に、結果がこういう結果になっておりますもんで、それ

は反論する気持ちはございません。 

  しかし、これから、５年先、10年先のことを考えた中でやはり若い者たち、この町で一生

懸命頑張っております。その方たちの支援して、さらに大学生たちもこの町が大好きという

中で、東伊豆町の５年10年先のことを考えておりますもんで、その辺は期待したいという言

い方おかしいですけれども、そのような状況でございますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） それでは、財政調整基金の残高について、説明させていただきま

す。 

  先ほど藤井議員のほうでは、町税の18年度と29年度の決算ベースの御説明の中で約２億

9,300万円、約３億円ほど減になっているというふうなお話をされたもんですから、私のほ

うでは、18年と29年の決算の財政調整基金の残高を御説明させていただきます。18年度の財

政調整基金の残高が２億9,031万6,000円、29年度におかれましては、７億52万7,000円とい

うことで、約４億1,000万円ほどの増となっております。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 11番、藤井議員。 

（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） はい、わかりました。ありがとうございます。 
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  合わせて、町の財政の中で目に見えない形の町有地のこれは増減なんかに関しても、当時

と現在ではどのぐらいの消長があるか、面積の、今すぐ出なければ、これは後ほどで結構で

すから、教えてください。よろしいでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 藤井さん、通告外ですから、それは。 

  面積のほうは、企画のほうへ行けばわかると思います。決算書にも載ってきます。 

○１１番（藤井廣明君） はい。 

  あれ、先ほどの答えのその続きなんですが、そういった低下の方向が来ました。 

  それから、町長、風車に関しては、これはちょっと今日はやめておきましょう。というの

は、まだ違うところいっぱいあります。 

  うちも、３つ半はやっていますから、うちの町に税金入っていますでしょう。三筋山。そ

れはやめましょう。 

  それはともかく、こういう財政逼迫の中で住民サービスが低下しているじゃないかという

ふうに私はそこが問題だというふうに、２点目で、言っているんです。それは、具体的には

例えば、これは、町民の皆さんが喜んで通っている年輩の方が多いんですけれども、健康づ

くり課の担当で、やっているかと思いますけれども、その29年度、30年度、それから、こと

しの年度を見ますと、どんどんと下がってきているわけですよ。人数が。 

  これはやっぱり、住民の中からも、かなり不満がある点ですね。これ、人数わかったらあ

れですけれども。 

  29年度は155人募集しています。平成30年が100人募集しています。これで55人減りました

ね。今年はどうですか。皆さんもパンフレットなんか見ているから言っておきますけれども、

これ、110人というふうになっております。ただ、110人の中で、クラスが今まで毎週だった

のが、隔週になったりしているんですよ。つまり、２週間に一遍になった。 

  これは結局半減、半分になっているわけで、非常に軽いメニューでやっているのに、さら

に、今まで１週間に一遍行っていたのが、２週間に一遍になったということは運動的にもち

ょっと余りよくないなというふうに不満が出ているわけですよ。 

  それから、そこに行く送迎バスなんかも廃止になりました。 

  そのように、かなり住民サービスの低下が僕はあると思います。 

  それから、例えば、あと、これから話題になりますけれども、熱川支所の廃止等々も議題

にちゃんと、検討の課題になってきていますよね。これも、考えてみれば、熱川の人たちの

対する僕はサービスの低下だと思いますよ。これは、その昔、城東村と稲取村が合併したと
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きに、これ、どこもそうですけれども、役場が、役場の本庁舎といいますか、そこがあると

ころは栄えるわけですよ。今まであった役場が合併したことによって、支所になってしまう。

そういうところは、ちょっと廃れてしまうというふうなことがあるわけで、ですから、町村

合併にはこの辺が問題だと言って、その支所になる方たちは、絶対残してくれなんていうの

が大体条件なんですよ。これは町長、奈良本にお住まいだから、よくおわかりかと思うんで

すけれども、多分そういうことできているはずなのに、ここに来て、やはり、支所廃止なん

ていうことになると、これはやはり、サービスの低下じゃないかというふうに私は思ってい

ます。 

  こういう住民サービスの低下がやはり、現実に行われていると、そのことが、私はこの町

の疲弊につながってきているというふうに認識しておりますので、これはこういうことは早

急に住民サービスの低下はやめたほうがいいんではないかというふうに思います。 

  どうでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） アスド会館の教室数に関しましては、原課から説明いたします。 

  熱川支所、これはまだ閉鎖の方向でいきたいと、決まったわけではございません。と申し

ますのは、今後、本当、公共のいろんな見直しをしなければなりません。その中で、今回、

私が町長になっておりますもんで、いろんな面で、熱川支所の閉鎖ということを打ち出して、

これは地区説明会をやっていきます。その中で、町の事情も説明いたします。 

  当然、地元としては、それは当然残してほしいのはもうわかります。しかしながら、そこ

はある程度、英断じゃない、自分の気持ちで今後、東伊豆町のことを考えたならば、いずれ、

閉鎖するならば、早いうちに閉鎖して、そのお金は違う方向で使った中で、東伊豆町のため

に、やっていきたい。 

  それは、住民サービスの低下をできるだけ、絶対ないということはありません。住民サー

ビスの低下を極力抑えた中で、その熱川支所の閉鎖、これは地区説明会の中で、説明してい

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。 

  さらに、教室の関係、やはり、プールがなくなったもので、原課のほうもいろいろ考えて

いると思います。その中で、きたのではないかと思います。 

  一旦バスのことも自分のところに要望に来ました。そんな中で原課も入った中で、その来

た人はある程度納得してくれた中で、現在が進行している。その辺だけは理解願いたいと思

います。 
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  健康づくり教室に関しましては、原課のほうで。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） アスド会館等でやられていた教室、参加人数の減少という

ことで、衰退しているんではないかというお考えだと思います。 

  確かに１カ所で行っておりまして、今までアスド会館というところにあったことによりま

して、職員も事務所が併設ということで、当然その場所で対応ができたということで、現在

はそれがないということで、職員は出向という形をしながらやっております。 

  そうしますと、事務所で対応する職員も必要になるということで、臨時職員、今、一生懸

命募集しまして、少しずつ体制は整っております。 

  この臨時職員等がもう少し、お時間いただいて、教室等の対応が上手にいくようになりま

すと、もう少し教室の幅を広げることが可能かと思います。そういうことで、また、対応を

していくように、努力をしてまいります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 11番、藤井議員。 

（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） それでは、先ほどのずっとこの町の少し低調ぎみにあるんではない

かという中で、この間、町長が自分でみずから処分したという案件が発生したわけですよ。

これに関しては、先ほど鈴木議員も質問しましたし、ダブるのはちょっと避けたいと思いま

すけれども、ただ、気になるのは、私もこの再発防止という意味でどういうような形でこれ

を保障するのかというふうに聞いておきたいと思って今回、提案したんですけれども、その

中で、気になるのは先ほどの答弁の中で、もうこれは終わったと、終わった案件だというふ

うに、町長、２度おっしゃっているんですよ。だけれども、これは、私、問題じゃないかと

思うんですよ。つまり、これはいわば現在進行形と言いますか、それは事態として、処分と

しては終わったけれども、なぜこれが発生したのか、そういうことに関しては、肝に銘じて、

これはおかなければならないし、再発防止に関しては、これ、何ですか、行政報告にありま

すけれども、るるありますけれども、指針マニュアルの配布を予定しているというふうに書

いてあります。こういったことは具体的にはいつやるのかとか、もう少しスピーディにやる

のかどうか、その辺もちょっと、伺っておきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 研修期間に関しましては、総務課長から答弁させます。 
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  基本的には、この終わったということは、継続は当然しています。この再発防止策という、

件では当然もう、報告書には４つ書いてありますが、それについては答弁させていただきま

した。その中で、これは本当に、あってはならないことだと、この再発防止に向けても、職

員全員でもう立ち向かわなければなりません。 

  本当、私の不徳のいたすところで、本当に、東伊豆町の品位を落とした、これは間違いあ

りませんで、それはもう本当、謝っても、どんなに、謝って済む問題ではありませんけれど

も、基本的な再発防止、絶対、やってはならない。そういう中では、鈴木議員からもいろい

ろ提案もありました。そういう中で町といたしましても、このようなことをやるということ

で、この再発防止を、もう絶対起こしてはならないこと、それはもう肝に銘じてこの前回の

議会の皆さん方の特別委員会、これはもう当然、真摯に受けとめております。真摯に受けと

めた中で、今後また調整をしていきたい。そういう考えでございますので、御理解願いたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） 役場内のコンプライアンスの見直しということで、研修につきま

しては、できるだけ早くということで、考えておりましたけれども、議会終わってからです

と、選挙のほうが控えておりますので、それが終わって、この９月、10月、秋ごろを実施し

たいというふうで今、講師を含めたスケジュールを組んでおります。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 11番、藤井議員。 

（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） そういった真剣な取り組みを期待したいと思います。 

  また、町長、これは、町長、自分が誕生したときの案件からいいましても、やはり、過去

13年前にそういった日付の調整とか、そういった問題ありましたもんですから、それを機に

町長が生まれたわけですよ。そのこともありまして、人並み以上にといいますか、もう絶対

これは起こしてはならない案件だと思いますので、その辺、肝に銘じていただいて、行政運

営をしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  この件はこれで終わります。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、大学との連携についてを許します。 

  11番、藤井議員。 



－95－ 

（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） それでは、第２問の大学との連携についてにそれをお尋ねいたしま

す。 

  先般、共立女子大学・共立女子短期大学との連携協定の締結が報道された。昨年の駒沢女

子大学に次ぎ、さらに他大学とも連携を考えているという。そこで以下を伺います。 

  協定の内容はどのようなものだったのか。 

  それから、何らかの予算措置が伴うのかどうかですね。 

  それから、議会には諮りましたか。 

  それから、４番の稲取の文化公園改修構想にも大学の力を借りるという話をしておられま

すけれども、町役場内、あるいは町内の設計業者ではだめなのかどうか、これについてお尋

ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 次に第２問、大学との連携については４点からの質問になっておりま

すので、順次、お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、昨年度から今年度にかけて駒澤女子大学、共立女子大学、

昭和女子大学の３大学とで連携協定を締結しましたが、その内容につきましては、地域活性

化、教育・学術研究の推進、Ｕ・Iターン就職の促進、人材育成など包括的なものとなって

おります。 

  次に２点目についてですが、御質問の大学との連携に関する予算措置については、既に当

初予算におきまして大学生等交流事業補助金30万円を措置しております。 

  また、今後、連携事業の具体的な内容を大学側と協議していく中で、町として予算措置が

必要となる場合には、補正予算を編成する中で議会にも御相談させていただきます。 

  次に３点目についてですが、大学連携については、予算が必要となる事業については予算

審議を通じて御説明させていただきますが、協定の締結につきましては議会にお諮りするこ

とはしておりません。 

  次に４点目についてですが、稲取文化公園の整備につきましては、既に昨年度、工学院大

学西森研究室の御協力をいただき、基本構想を策定済みであります。今後、仮に事業を実施

する場合には、この基本構想を元に実施設計を行うことになりますが、一般的には基本構想
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を策定し、そのコンセプトを熟知している者が設計するのが適当だと考えます。また、最近

では、建築のコンセプトや、また、デザインで人が呼べる時代となっておりますので、その

ようなノウハウを持った業者が適切であると考えております。 

○議長（村木 脩君） 11番、藤井議員。 

（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） ただいま、何か、たくさん女子大の名前が出まして、何となく華や

かな限りでございますけれども、その前に、芝浦工業大学とか、工学院大学さん、それから、

明治大学の農業学部でしょうか、入谷のほうにも来ていらっしゃるという話ですし、静岡大

学の方も見えている。駒澤女子大学とも締結したということで、何かこのことが一体、町に

どういう影響があるのかなというふうなその具体的な先ほど費用としては35万円ぐらいのよ

うなことを言っていましたけれども、必要とあれば、この先、予算措置を組むんだというふ

うなことのようですけれども、その費用対効果というふうな、今まで検証されたことはある

んでしょうか、何らかの形で。どうでしょう。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは今までこれに関しては、予算措置はしておりません。今回たま

たま、何回が授業できた中で、それ以上来るときはそれじゃ旅費的なもので助成しましょう

という中で、今回、30万円を上げさせていただきました。その中で、今後、予算措置をする

のかと言えばそれはまた内容によりまして、またそのときになりましたらまた、議会の皆さ

ん方に諮っていきたいと考えています。 

  現在のところではこのそれに対する予算は考えておりません。その中で、彼らがやっぱり

若い世代がこの東伊豆町をどのように考えるか。一番自分がショックを受けたのはやはり、

二、三年前、アンケート調査をした中で、20代の方たちのこの雛の祭り、また、東伊豆町を

知らないという方が大変多くありましたもので、やはりこの若い世代たちがいかにこの東伊

豆町を知ってもらうことがやはり喫緊の課題ではないかと考えました。 

  やはり、彼ら、彼女がこの町へ来て、さらに、ＳＮＳへ情報発信していただいて、この東

伊豆町を若い方にやっていただいているのは大変ありがたいと思いますもので、そういう中

で、今、この大学連携しております。そうなると、本当、今回、共立女子大と昭和女子大に

行かせていただいた中で、やはり、その学長さんだとか会った中で、やはり、その大学も真

剣にこの東伊豆町を考えて何かしら、この東伊豆町のために、役立たせていただきたい。こ

れは相互応援の形でやりたいという、大学も積極的になっておりますもんで、これも１つの
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また、５年、10年先の東伊豆町がいい方向に帰ってくればいいかなと考えております。 

  その中で、やはりこの大学生の考え、斬新でございます。やはり、我々が考えないこと、

考えていきますもんで、そういう中で、やはり、ああこういう考えがあるんだなということ

で、私も勉強させてもらっております。また、議会の皆さん方もそういう場があったらどん

どん出ていっていただいた中で、彼らの考え、また、やった中で、また、彼らのないことが

をまた、教えていただければ我々が教えることができないものを教えていただければ大変あ

りがたいと思いますのでよろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 11番、藤井議員。 

（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） 若い方が来ることには、ちっとも誰も反対しないと思うんです。た

だ、町が政策として、政策の一環でたくさんの大学と提携したり、その力を借りようとする

のは、私はちょっと他力本願ではないかというふうに思うんです。 

  というのは、やはり、町にも技術者もおられますし、やはり、町の役場、人材も大いに活

用するという意味ではなるべく技術的なところから、さらに、こういう文化的なところ、組

織的なところ、学術的なところも含めて、やはり、役場職員の方、それから、先ほど言った

文化公園の設計等には、地元の設計業者、そういったもの等々もこれは使っていかないと育

たないと思うんですよ。 

  発想はいいかもわかんない。新しいそれは技術やら、ノウハウ、いろいろ持っているかわ

かりませんけれども、発想は。しかし、それは得てして、地元に合わない場合もないとも言

えないし、これが、必ずしも、どうなのかということに関してはやはり、それぞれ検証して

いかないと、まずいと思うんですよ。 

  というのは、例えば、地域おこし協力隊というのもありますし、全然ジャンルは違います

よ。そのほかに、こういったよその方からの力を借りるという例も今まではあったわけです

よ。だけれども、今言ったように、こういうことに関して、もっともっと自分たちの町、あ

るいは、職員、業者、そういった人の力を信じて、何とかその考えてみなさいと、やはり言

っていくことも大切だと思いますし、この協定の内容を見まして、案文でも、何でしょうか、

教育及び学術研究の推進とか、地域及び産業の活性化とか、人材の交流及び育成、あるいは

学生の受け入れ及び進路支援なんていうふうにありますけれども、いわば具体性がないんで

すよね。どうやって地域及び産業の活性化に資するんでしょうか。これは言っていることは
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悪いことはないんですよ。しかしながら、こういうちっとも町の、行政の中でこのようにた

くさんの大学からの力を借りるということが必ずしも的を射ていないのではないか。もう少

し地道な行政運営なされたほうがいいんではないか。また、もし、受け入れるんであれば、

例えば、その学生さんたちのためにも、一番この町で困っているような買い物の現場である

とか、子育ての現場であるとか、農業で人が足りなくて困って、耕作放棄している現場であ

るとか、そういったところに来てもらって、体験してもらう。そういう中から、長いこと、

地域の人たちとつき合って、やはり、その中から、本当に、苦しさもわかってもらって、こ

の町のよさもわかってもらう。定着する人も出るかもしれないというふうな活用の仕方も、

しないと、何をさせていいんだかわからないようなことで受け入れたりなんかしますと、僕

はお互いにいい結果は生まないんではないかというふうに思いますので、その辺どうでしょ

うか、町長。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 協定の内容につきましては、原課から説明いたします。 

  私の説明不足でその大学と地域おこし協力隊の荒武くんも絡んでおります。さらに、商工

会の青年部、絡んでおります。当然、イーストドッグ、東海汽船におきましては、工事とか、

商工会の青年部がやりました。やはり、大学だけがやっているのではなくて、大学プラス商

工会、町の青年部、それが連携してやっていくことだけは御理解願いたいと思います。 

  そういう中で、商工会の青年部とその大学生、うまくコラボしておりますもんで、やはり、

町の考え、商工会としての町の考え、それに対して、大学の考えと、コラボした中で推進し

ておりますもんで、そういう大学だけでやっているわけではないということは御理解願いた

いと思います。 

  そういう中で、体験学習、これも絶対必要と思います。今後、また、そういう中で、当然、

今、文化、いろんな面で協力しておりますけれども、ゆくゆくは今、藤井議員が提案してい

ただいたように、そのようなことも手伝ってもらえたらいいなとは考えておりますもんで、

将来的にはそのような方向にもまた別のほうで行って、また、まちづくりによる、そういう

ような中でやっていきたい。 

  それとやっぱりこれはあくまでも、大学だけではなくて、うちの町の若手、商工会青年部、

また、ある程度農協の青年部も入っておりますもんで、あと、そして、旅館の主人たちも入

っております。それで、とりあえず若手のオール東伊豆プラス大学でやっているということ

は御理解願いたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） 協定書の中身が具体的ではないという御質問だというふうに

思いますが、この協定書につきましては、全て包括的な協定書ということで、町と大学が友

好的な関係に立って、これから、相互の問題について、お互いにためになるような交流、活

動をしていこうという内容のものでございます。 

  具体的な内容につきましては、今後、双方行き来をして、交流を深める中で、大学側のニ

ーズ、あるいは、町の要望、そういったものを伝えて、具体的なものにしていけたらと考え

ておりますので、御理解ください。 

○議長（村木 脩君） 11番、藤井議員。 

（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） 平成28年から３年間にわたって、東の東海汽船事務所ですか、あそ

このところの改修をなさっていたというふうに芝浦工業大学の方がやっていたという話なん

ですけれども、これは完成して、イーストウッドですか、いう名前になって、何かそんな名

前、しゃれた横文字のシャッターはおりていましたけれども、シャッターに書いてありまし

た。 

  それに関しては、具体的に、できたばかりだから、まだ成果は上がんないよと言われれば

そうですけれども、ただ、シャッターがウイークデーでもおりているというところで、何の

ための施設なのか、施設づくりなのか、その３年間もやったというわけですよ、平成28年か

ら。それで、完成したけれども、シャッターはおりている。これはだけれども本当に、本当

にこの大学との提携というふうなものが実を結んでいるのか、実態的には何となく、内容的

に少し空疎な部分があるのではないかという気がしますので、こういうことに足とられるこ

となく、やはり、具体的な実態的なことで、また町の職員なり、町の業者さんなんかを信用

して、どんどん仕事を進めていっていただきたいなというふうに思って私の質問を終わりた

いと思います。 

  答弁お願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません。私、指導をいたしますけれども、１階が閉まっていると、

これは基本的には１階は東海汽船さんが管理しておりますもんで、当然、１月末から３月、

４月の初めまで、これはあけますけれども、それ以降は多分シャッターが閉まっていると思
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います。 

  そういう中で、２階はやっておりますもので、やはり、藤井議員が言ったように、シャッ

ターが閉まっていると何もやっていないかなと、そういう感じが当然いたしますもんで、そ

れは、ＮＰＯの荒武くんのところにその辺の事情を説明して、もう２階では常時やっていま

すよということは、言っていきたいと考えております。 

  当然、これは、やっぱり大学がやっぱり地域の若者たちが頑張ってやはり、その人たちの

技術的なものを活用しておりますもんで、当然、その方たちも活用した中でやらなければ意

味ありませんもんで、また、そういう所管の方たちも理解してやってくれてやっております

もんで、それは理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で11番、藤井議員の一般質問を終結します。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

  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０７分 
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令和元年第２回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

                     令和元年６月１２日（水）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 

    １． ３番 稲 葉 義 仁 君 

     １）公共施設のマネジメントについて 

     ２）防災公園（しおかぜ広場）について 

    ２． ６番 西 塚 孝 男 君 

     １）水道事業ビジョンについて 

     ２）町内防災体制について 

     ３）小・中学校の統合について 

    ３． ７番 須 佐   衛 君 

     １）運転免許証の自主返納の取組について 

     ２）無電柱化の推進について 

    ４．１４番 山 田 直 志 君 

     １）鳥獣害対策について 

     ２）観光振興計画について 

     ３）レインボーディスコの後援について 

     ４）防災情報システムについて 

日程第 ２ 議案第３４号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ３ 議案第３５号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第３６号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

             定める条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第３７号 損害賠償請求事件の示談について 

日程第 ６ 議案第３８号 令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議案第３９号 令和元年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第４０号 令和元年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議案第４１号 財産の取得について 
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日程第１０ 議案第４２号 令和元年度同報無線子局更新工事請負契約について 

日程第１１ 同意案第１９号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１２ 同意案第２０号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 

日程第１３ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第１４ 議員派遣について 

日程第１５ 議会運営委員会所掌事務調査について 

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

出席議員（１２名） 

     １番  楠 山 節 雄 君      ２番  笠 井 政 明 君 

     ３番  稲 葉 義 仁 君      ５番  栗 原 京 子 君 

     ６番  西 塚 孝 男 君      ７番  須 佐   衛 君 

     ８番  村 木   脩 君     １０番  内 山 愼 一 君 

    １１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（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 村 木 善 幸 君 税 務 課 長 福 岡 俊 裕 君 

住民福祉課長 村 上 則 将 君 住 民 福 祉 課 
参 事 木 田 尚 宏 君 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、令和元年東伊豆町議会第２回定例会２日目は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 日程第１ 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 稲 葉 義 仁 君 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員の第１問、公共施設のマネジメントについてを許しま

す。 

  ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） おはようございます。 

  監査委員という役目を仰せつかっていたこともあり、２年ぶりの一般質問ということで、



－105－ 

いろいろ拙い部分があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。 

  それでは、始めさせていただきます。 

  １問目、公共施設のマネジメントについて。 

  平成29年３月に東伊豆町の公共施設等総合管理計画が策定されました。計画において、こ

れまで公共施設等は所管ごとに維持管理をしており、全庁的・中長期的な観点からの維持管

理が行われてこなかったことが課題として明記されております。その解消に向け、第１ステ

ップとして、所管する部署間で維持管理に関する情報を共有し、維持管理レベルの適正化を

図ること、第２ステップとして、全庁的な視点から維持管理を総合的かつ計画的に進める体

制を構築する、言いかえれば、公共施設を一元的に維持管理する組織を立ち上げるとしてい

ます。また、あわせて専門的技術力を有する職員を継続的に育成し、技術力の蓄積に取り組

むことを検討するとありますが、以下の点についてお伺いいたします。 

  １、現在の進捗状況についてお知らせください。 

  ２、公共施設等総合管理計画を上位計画として、その基本方針を踏まえた具体的な取り組

みを定める実行計画として、個別施設計画を必要に応じて定めるとありますが、現在の進捗

状況と今後の予定についてお聞かせください。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） おはようございます。 

  稲葉議員の第１問、公共施設のマネジメントについては２点からの質問となっております

ので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、公共施設の維持管理に関する情報を共有し、維持管理のレ

ベルの適正化を図り、次に、全庁的な視点から維持管理を総合的かつ計画的に進めるために、

将来的に施設を管理する部署を設け、全庁的な維持管理体制を構築することを検討していき

たいと考えております。これによりまして、専門的技術を有する職員を継続的に育成し、技

術力の蓄積に結びついていくものと考えております。 

  次に、２点目についてですが、公共施設個別施設計画策定の進捗状況ですが、本年度は、

町立体育センターについて計画策定の委託契約を結び、令和２年１月までには完成する予定

となっております。他の施設につきましては、必要に応じまして策定していきたいと考えて

おります。 
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○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） 御答弁ありがとうございました。 

  １のほうの公共施設等総合管理計画のこの進捗状況、すみません、具体的にどういう形で

取り組まれているのか、もしありましたら教えていただけるとありがたいです。 

  あと、個別施設計画のほうですが、体育センターのほうを、今回、計画をして、今後は必

要に応じてその他の施設も取り組んでいくとございます。一方で、この総合管理計画を上位

計画として、この個別計画が、ある意味、各施設の具体的な実行計画になるという点、あと、

全体的な維持管理をしていくという観点からいくと、全ての施設において現在どういう状況

なのかというのを、全体的に俯瞰して見渡せるようなことが必要かと思います。そういう意

味で、個別の管理計画というのは、できるだけ早期に全体的に進めていくことが必要かとも

思うんですが、そのあたりについてもお聞かせください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、前回言ったように、各課が所有している建物、これに関しては

まず共有いたします。そういう状況でございます。これから、また自分は、今度は専門家を

含めた中で、今後どのようにしていったらいいかという、もう専門家を含めた中でこれやっ

ていきたいと考えております。現況はまだ課の中だけの状態でございます。 

  次に、個別計画についてですが、これは一応、必要に応じて個別計画と書いてあります。

専門家を含めた中で、全体的なことをやった中で、それからどのような方向でいくか、これ

は検討していきたい。そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） 施設の情報を、とりあえずまずは管理の形態は別として、今、情報の

共有化を図っている段階であるというふうに理解いたしました。それでよろしいでしょうか

ね。一元的に管理をする前提として情報の共有を図っていくというのは、とても大事なこと

であると思います。一方、総合管理計画にもあるとおり、今後30年で維持管理に必要な費用

の概算等も出ており、その中で、財源的に不足が見込まれるというところもあり、このあた

りについてはなるべく速やかに準備を進めていくというのが、やはり先々のためには必要に

なってくるかと思います。そういった意味で今、町長がおっしゃられた専門的に部署を立ち
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上げて管理していくという部分も含めて、全体のスケジュール感というか、そのあたりにつ

いて、おおむね町長のお考えがありましたら教えていただけますでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、専門的な部署、また課も再編になりますから、一応できるだけ

早目にこれはやっていきたいと考えております。しかし、もう伊豆の国市とか、本当の専門

家を含めた中でこれからどうするかということを検討しておりますもので、まず、課の再編

の先に、とりあえず専門家を含めた中で、うちの町、今言ったように100億円以上かかりま

すし、また、何平米、縮小しなければなりません。そういう中で、本当、大変な事業でござ

いますから、職員だけじゃ大変だと思いますもので、これに関する専門的な知識を有する人

に入ってもらった中で、今後のこの東伊豆町、どのような方向が一番いいかということは検

討していきたいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） 専門的な方を入れた上でいろいろまた検討をしていくという御答弁い

ただきましたが、一方で、庁内においても専門的な技術を有する職員を極力育成して、維持

というんですか、育てていきたいというお考えも、当然、計画にもあるとおりあると思うん

ですが、そのあたりは、実際問題として今、現状どのような形で取り組まれているというか、

いろいろ難しいところもあるかと思うんですけれども、そのあたりも少しお聞かせいただい

てよろしいですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 現時点で取り組んでいません。管理をする人は１人でおりますもので、

まだ取り組んでいないというのが現状でございます。とりあえず全庁的に共有した中で、そ

れを今後、その中でどういうような方向が一番いいかという中で、その課をまた新しく設け

るつもりでいます。そういう中でそういうものをどんどんやって。 

  要するに、今、本当に技術者のなり手がいないんですよね。だからそれを一元化した中で、

そこに入れてやるかということも考えておりますし、今、現状では、現に育成していること

はやっておりません。まず、共有化という中でやっておりますもので、それは御理解願いた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 



－108－ 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） 専門的な技術を有する職員という観点でいくと、賀茂の広域連携会議

でも、そういった技術職員の共有化みたいなことが、実際、議題に上がっていたりすること

もあるかと思いますが、そのあたり、なかなか確保できないという中で、単独で確保ができ

ないのであれば広域で確保を図るという考え方も一方にはあると思います。そのあたりにつ

いては、町長、いかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に、今、議員が言ったように、専門職の確保は大変でございます

ので、今、１市５町の広域でやっている中で、土木職とかそういう専門、一応、県のほうに

お願いしているのが現状でございまして、その方に入ってもらった中でまたやっていきたい、

そういう考えでございます。それは稲葉議員の考えと全く一緒でございますので、御理解願

いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） ちょっと具体的な施設というか、全体の管理状況等についてお伺いし

たいと思います。 

  現在、体育センターの、これから計画を立てて大規模な修繕にかかるかと思いますけれど

も、実際、大規模修繕をまだしていない施設というのが相当数あるかと思います。その中で、

優先順位というんではないですけれども、現状、早急な修繕が必要であると、比較的優先順

位が高いと考えられる施設というのはどのあたりになりますでしょうか。わかるようでした

ら教えていただけるとありがたいです。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、個別というのは、それは補助金をもらうときです。やっぱり個

別でやらなければ、その補助金の助成もらえない。その中で今回、体育館をやりました。そ

れが第一。そして、自分が思っているのは、稲取幼稚園の雨漏りが相当ひどいもので、この

辺もそういう助成金が入れば、当然、それを早目にその個別をやらなきゃならないと考えて

おります。それで、今のところ一番懸案事項になっているのは、自分の中では稲取幼稚園の

雨漏りというのは相当なものでございますから、次はこの辺かなと自分では考えております。 

  以上です。 
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○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） 稲取幼稚園の話、確かに雨漏りの件で、前回の議会でも一般質問で出

ていたとおり、大きな問題になっている部分があるかと思います。その他の施設においても

多少雨漏りがあって、それを直したりというところがいろいろ出てきているという話は伺っ

ております。そういったことを防いでいくというか、きちんとした管理を行っていくという、

多分、意味合いにおいて、今回の総合管理計画も策定されたものであると考えております。 

  どうしても今までは、現状、壊れて直すという、後追い、後追いになっていた部分が多い

かと思いますので、そこを何とか長寿命化という観点も含めて、壊れる前に保守管理をして

きちんと直していく、計画的にその修繕を行っていく。そういった意味合いにおいては、先

ほど、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、個別の施設計画、この部分をやはり

立てていかないと、結果的に、具体的な行動計画に入れない部分というのがあるかと思いま

すので、ぜひ、ちょっとそのあたりは意識してスピードアップをしていただけると大変あり

がたいと思います。そのあたりについていかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 稲葉議員もこれを見たと思います。そういう中で、建物だけで73、町

の施設、またインフラのほうも相当な数があります。そういう中で、建物、まずは共有した

中で、じゃ、どの建物を、今後、廃止、統合をやっていくか。まずそれをやった中で、この

優先順位をやろうかと考えています。そういう中で、一番、何しろ稲取幼稚園の雨漏りは、

ＰＴＡがもう、自分も行ってももう恥ずかしい雨漏りになっているもので、これは最優先と

してやらなきゃならないかなと考えている。 

  それで、言ったように、共有して専門家入れて、今後、この東伊豆町に対しまして、どの

ような建物が必要か。そして、面積も減らさなければならないと考えていますので、そうい

うことをやった中でそういう優先順位をまた決めていきたい。そういう考えでございますも

ので御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） これも参考までに、どこかで聞いたことがあるような気もするんです

が、一応確認させていただきたいんですけれども、個別の計画、これ立てるのに結構な業務
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量というか費用、それから期間も含めて必要になってくるかと思います。そのあたりの費用

感、それからスケジュール感、一つの計画を立てるのに必要な。そのあたりについて、もし

わかれば。 

  その点と、例えば水道事業なんかにおいては、アセットマネジメントですとか、ビジョン

を策定するに当たって国からの補助、そういったものが政策上あったかと思うんですけれど

も、この個別計画の策定に当たってはそういったものがあるのかどうか。そのあたりについ

てちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 時間的なルール、これは伊豆の国市がもう１年かけてやったですよ。

その中で、将来的に、じゃ、これはこうしましょう、こうしましょうとなったもので、基本

的には、来年か再来年あたりに、この東伊豆町、将来のことは、もう本当の専門家、職員で

はなくても国からの、大学の先生、そういうことを呼んだ中で、この東伊豆町の公共建物に

関してはやっていきたいと考えております。 

  そして、その中で、順次優先順位を入れて、じゃ、どれが一番かとやっていきたいと思い

ますもので、その全体的なスケジュール、この東伊豆町の将来、この公共施設の建物が、ど

のような建物が必要か。またこれは廃止していくのか、ならないか。これは２年後ぐらいま

でには決めていきたいと考えています。そのあとの個別はまたその後。 

  補助金に関係することは、原課に説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（村木善幸君） 本年度実施しております町立体育センター、こちらの費用に

つきましては、委託業務ということで187万円の経費で契約を既にしております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） その委託金に関しましては、要するに町単でやります。補助金はあり

ません。そういう計画を、例えば国からの助成で、報酬に対する助成金、これがあるという

ことで御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） 町長からの話でも少し出てきたかと思いますが、最終的にこの施設の
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全般の計画を立てていく過程で、どうしても公共施設を、その総量を減らすというんでしょ

うか、削減していくという部分は、基本的にやはり避けられない部分があるかと思います。

その検討というのを、やはりいつかどこかのタイミングで具体的にしていくことになるとは

思いますが、三島市なんかでは、ちょうどこの個別計画の素案を作成して、それに対しての

意見交換というか、市民からの意見を伺ったり、そんなことをしているというようなことも

聞いております。東伊豆はこれからこの辺はかかっていくので、まだまだ少し先のことにな

るかと思いますが、そのあたり、町民の声を直接伺うような機会を設けること、そういった

ことについても少し町長のお考えについて伺ってよろしいでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、何回も言っているように、専門家を含めて、将来の東伊豆町の

その総量を減らすときに素案ができます。そしたら、まずパブリックコメントをもう当然と

ろうと考えております。そんな中で地区説明会、そういうものが必要であるならば、それは

やっていきたいとは考えております。それでよろしいでしょうか。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） いろいろとありがとうございます。 

  水道事業においては、既に先ほど挙げたような、いわゆる個別施設計画に当たるものが、

多分、アセットマネジメントになると思います。それに基づいて今回、ビジョンをつくって、

今後どうしていくという計画を水道課のほうで立てられたかと思います。その親というわけ

ではないですけれども、町のほうでもこの作業というのは、やはり必要になってくるもので

あると思うし、これが早く進めば進むほど、将来への準備というのが早くできることでもあ

りますので、先ほどの技術職員、この確保、育成、そういった部分も含めて、ぜひ、これか

らも業務に邁進していただければ、頑張っていただければと思います。そのあたりについて

は、こちらも必要な協力はいたしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

  これで１問目、終了いたします。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、防災公園（しおかぜ広場）についてを許します。 

  ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） では、第２問、防災公園（しおかぜ広場）について質問をさせていた
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だきます。 

  平成28年12月に、熱川地区の新たな避難地として熱川温泉しおかぜ広場が完成しました。

また、翌年４月には、それを反映した津波避難マップが作成されております。 

  これらについて以下の点をお伺いいたします。 

  １、避難マップにおいて、しおかぜ広場への海岸からの避難路として熱川館脇の階段が、

温泉場からの避難路としてはホテルおおるり脇の坂道が設定されておりますが、これは、津

波避難に関する地区協議会、この段階から、この海岸の避難路を使いたいんですけれども、

非常にフェンスがちょっと壊れていたりして危ないねという話、それから、おおるり脇の坂

道については、ここ私有地ではありますが、脇の石垣がちょっと不安定で、地震のときの避

難という意味では少し不安を感じるというような意見がございました。そのあたりについて、

対応状況について伺いたいと思います。 

  ２、完成したしおかぜ広場の海側の空き地について、整備を前提に土地開発基金を利用し

て土地を取得した経緯がございますが、今後の方針についてお聞かせください。よろしくお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 稲葉議員の第２問、防災公園（しおかぜ広場）については２点からの

質問となっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、第１点目についてですが、避難路マップにおいて避難路として位置づけられている

町道に接しているおおるり所有の石積みにつきましては、個人所有のため、町が改修等を行

うことは大変難しいと考えております。 

  次に、熱川館脇の財産区所有地にある階段につきましては、海岸からしおかぜ広場に避難

する場合の避難路として位置づけされていることから、現在、県の交付金等の活用による安

全柵の改修など、検討を行っておりますので御理解をお願いいたします。 

  次に、２点目についてですが、熱川温泉しおかぜ広場は、津波の心配もなく、また、各宿

泊施設からのアクセスもよい温泉場の中心に立地していることから、町が取得した海側の空

き地についても、しおかぜ広場と一体のものとして、観光客や住民の皆さんがくつろげる空

間として整備していきたいと考えております。 

  既に工学院大学西森研究室のお力をおかりいたしまして、ワークショップなどを通じまし
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て地元の意見も反映された構想案が策定済みですが、その実現のためには、熱川温泉や、ま

た奈良本地区の皆さんの熱意が必要であると考えますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） まず、避難路について、おおるりさんの脇の石積みの部分、ここは避

難マップをつくるときに、確かにあそこ私有地なんでという話で、町が手を出せないという

部分はこちらも理解しております。その中で、とはいえ、一応避難に使いたいという部分も

含めて、おおるりさんに適正な対応というか、どこまで何ができるかというのは別として、

少しお願いしてみるというようなことを伺ったような記憶があるんですけれども、そのあた

りについて何か進捗があったのか、先方からの反応がどうであったのか、もしございました

ら教えていただけるとありがたいです。 

  それから、海岸の避難路、ここについても今、検討されているということですけれども、

ちょっと私も最近久しぶりに見てきたんですけれども、フェンスの部分と、あと最後、上の

平らなところの乗っかる部分、かなり草もぼうぼうになっていて、ちょっと現実、今、厳し

いかなという状況であるかなと思っております。 

  という部分と、しおかぜ広場ができるとき、あそこから有事の際には、現セタスロイヤル、

あそこの敷地を通り抜けてしおかぜ広場へ避難していいよというような話を、先方と話をし

て了解を取りつけたということも伺っておりますが、現状、その約束というのが生きている

のか。もしくは、あそこも１回経営が変わっていますので、その後の状況がどうなのか、そ

のあたりについてもちょっと教えていただけますでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、おおるりさんの関係。 

  その後、おおるりさんとは話し合いはしていないと聞いています。だから、前のままとい

うことで御理解願いたいと思います。 

  次に、しおかぜ広場の例の階段、自分も２週間前、見てきました。やっぱり本当にもう坂

も道をふさいでいるような状況でございますもので、これはもう早急にやりたいと自分は考

えている。これはもう区の自主防災のほうからの要望もありますし、また、現に２週間ぐら

い前に見たときに、これじゃ避難路としてちょっといかがなものかという中で、現場を見て

きたもので、それで今、ここに補助助成金、あるかどうか検討しておりますが、なくてもこ
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れはやらなければなと、今、自分は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。 

  そして、旧セタスロイヤルの跡地、その経営者ＢＢＨで変わっていないと思いますので、

ＢＢＨとはそのまま話は続行しております。それは、いざというときはもう通行していい。

そういう感じでございますので御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） 津波避難マップを実際つくったときのことなんですけれども、地元の、

これは協議会、協議会というより熱川温泉観光協会に対して、このマップでよろしいかとい

うような確認が来ました。そのときに、この海沿いの階段の話とおおるりの話は、協会員か

らの意見として取りまとめて、こういう状況なので、ここはちょっと、正直、避難路として

は使いづらいという話を、あのころは防災課だったか、ごめんなさい、防災係だったかあれ

ですけれども、しております。そのためのメモも、ごめんなさい、今日は持ってきていませ

んけれども、皆さんの意見を取りまとめたものもお渡しをいたしました。その中で海岸の階

段については、あれは時期は別として、きちんと直して使えるようにするよという話はいた

だきました。 

  おおるりの部分も、確かに危ないから、向こうが何ができるか、してくれないかもしれな

いけれども、ちょっとここは危ないから何とかしてくれという話はするというようなことを

聞いた記憶があるんですけれども、結局、それはされていなかったということなんでしょう

か。 

  もし、していないのであれば、先方が対応可能かどうかは別として、やはり一度申し入れ

をしていただいたほうが近所の人間としてはありがたい。結果的にあそこが使える、使えな

いという話はもちろん出てきますし、いずれにせよ地図に載っている以上は、私どももでき

るだけ安全にしたいという気持ちはありますので、ちょっとその辺については、またおおる

りさんと、改めてでも構いませんので、お話をしていただけるとありがたいんですけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、その辺、稲葉議員が、当然、熱川協会の事務員でございますか

ら、話し合いの中でつくったメモの中にそういうことが書いてあったんだろうと理解いたし
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ます。 

  それで、今、おおるりの話がでました。これは、絵を描くのはいいですよ、それは多分承

諾をしたと思うんですよ。その後、じゃ、それをどうするかというのは、それはまたおおる

りさんと話をするのはやぶさかではありませんもので、その話し合いをちょっとしていきた

いと考えております。 

  そして、一番はやっぱり熱川館横の共有財産の階段を含めた中で、直接、しおかぜ広場へ

行く。これはまずやらなきゃならないと考えておりますもので、そこも自主防災会長からも

言われておりますもので、これはある程度早急に、柵に関してはやっていきたいなという考

えでございますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） 津波避難なので、いつ起こるかわからないという部分はありますが、

現状で今、何か不都合が実際起きているわけではないという言い方が正しいのかわからない

ですけれども、ただ、何かがあったときに、こういう地図があって避難をしようとしたとき

に、この地図を見た人がたまたまいたりして、そっちに逃げたりという部分を考えると、極

力、地図に出ているルートの安全は確保できるように、今後も努力をしていただければと思

います。 

  あと、空き地の整備のほう、あそこの土地についてはそこそこの広さがある、計画も立て

ていただいている部分もあります。ただ、規模、そこを整備するのに必要となる財源のこと

を考えると、すぐには整備という話にはなかなかならないところもあるかと思います。この

部分については、私も地元なので、熱川温泉のほうに、立ち返ったときにまた改めて、熱意

を持ってということもありますので、きちんとまた考えていこうということで皆さんに促し

ていきたいと思いますので、また、よろしくお願いいたします。 

  いずれにせよ、現状でもしおかぜ広場、形としては丸が半分になったような形ではあるん

ですけれども、いろんな形で今、活用も続けており、それなりにお客様にも浸透している部

分もありますので、そのあたりもお含みおきをいただいて、また御協力をいただければと思

います。 

  これで、質問、終了いたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） まず、避難路の関係。 

  これは、本当に避難マップにできていて、いざとなったらその避難路が使えないというこ

とは、ちょっとやっぱりいかがなものかと思うもので、その辺、また見直しとかじゃないで

すけれども、まず行ってみて、もしそういうのがあれだったら、またその見直しなんかもし

ようじゃないかと考えております。それはもう御理解願いたいと。 

  次に、しおかぜ広場、本当、今、西森教授含めた熱川、奈良本、話し合っている。しかし、

話を聞くと、ワークショップがもうだんだん人数が減っているようなことを聞きますもので、

また再度、盛り上がっていただきまして、何とかしたいということを、稲葉議員も熱川の協

会の一員でございますもので。何かワークショップをやっても人がなかなか集まってくれな

い状況でございますもので、それをもう一度盛り上げていただきまして、また、熱川温泉総

意という中で町に持ってきていただければ、やっぱり稲取温泉、熱川温泉というのは、東伊

豆町の温泉の代表的なことでございますもので、それがやっぱり徐々に継続的に整備してい

きたいと自分は考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、３番、稲葉議員の一般質問を終結します。 

  この際、10時15分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時０９分 

 

再開 午前１０時１５分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（村木 脩君） 次に、６番、西塚議員の第１問、水道事業ビジョンについてを許しま

す。 

  ６番、西塚議員。 

○６番（西塚孝男君） 私の質問は３点から成っていますので、よろしくお願いします。 
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  １問目、水道事業ビジョンについて。 

  昨年、東伊豆町水道事業ビジョンが策定され、今後10年間の東伊豆町の水道の将来像につ

いて示されたわけですが、以下の点をお伺いします。 

  １、今後の水道料金と収入の見通しは。 

  ２、経営戦略における水需要の予測については。 

  ３、施設整備計画でうたわれているダウンサイジングの内容については。 

  ４、新規井戸整備の活用計画の内容についてをお伺いします。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第１問、水道事業ビジョンについての１点目、２点目につ

いては、関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  昨年度策定した水道事業経営戦略において、10年後の令和10年を計画期間といたしまして、

将来の事業環境を予測いたしました。 

  まず、水需要の予測についてですが、現在の１日平均給水量１万98立方メートルに対し、

10年後には7,405立方メートルとなって、約2,700立方メートル、26.7％減少する見通しとな

りました。 

  この水需要予測の結果により、料金収入につきましては、現在の約３億9,000万円から、

10年後は約３億2,000万円となり、約7,000万円、18.5％減少する見通しとなっております。 

  ３点目についてですが、一例といたしましては、基幹施設である白田浄水場の施設能力が、

１日当たり２万2,000立方メートルのところ、現在の最大配水量は約１万1,000立方メートル、

また５割程度であります。このような現状を踏まえ、各施設の更新時には、現状に見合った

処理能力へのダウンサイジング及びスペックダウンなどを検討する必要があると考えており

ます。 

  次に、４点目についてですが、町営野球場付近の２本の水井戸活用に向けて、現在、測量

調査・基本設計を進めております。来年度には、詳細設計、また認可申請を行いまして、令

和３年度から２カ年で新規井戸の施設整備と導水管路の布設を計画しております。 

  この新規井戸活用によりまして、白田水源への依存を減少させることができるため、動力

費など、大幅な経費削減につながるものと期待しております。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 
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（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） 町長、今、答弁の中で、白田の浄水場で２万2,000トンが１万１,000

トン、10年で50％になるという中で、今の施設は必要ないと。このダウン、片仮名で言って

いるけれども、コンパクトにして、それに見合ったものにしようというのがこの計画だとい

うことですよね。そういう中でいくと、今の料金体制が、10年後が７,000万円減少で、それ

の人口割も約22％ぐらいは減るんですよね。平成40年の計算でいくと。そういう中で、水道

料金の見直しという中で、町民が一番心配しているのは、どのぐらい上がってくるのかとい

う中で、新規井戸の計画でも白田から稲取に上げている動力、そういう経費が削減されると。

この計画の中では、大川、北川地区をしたり、稲取のほうは。 

  ちょっとわからなかったのは、稲取の水下地区に白田の浄水場からの一部あれを行うと書

いてあったんですけれども、井戸からやるのに、なぜそれが必要なのかなと思ったんですけ

れども。 

○議長（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（鈴木貞雄君） ただいま西塚議員の御質問に答弁をさせていただきます。 

  まず、値上げについてですけれども、どれぐらい値上げになるかということで、今回、作

成しました水道事業の経営戦略、こちらに一応一覧表を掲載してございますが、これはあく

まで一つの案という形で載せてあります。一応、今後10年間で30％からプラス20％、50％程

度の値上げということでこの計画を策定して、ここに掲載をしてございます。 

  料金の値上げにつきましては、今、町長答弁にもありましたように、人口の減少ですとか、

水の需要が減っていくという一つの問題と、また一方で、今後、施設設備の更新という問題

が、今回の計画で浮かび上がってきております。30年間で約127億円、年間に直しますと4.3

億円程度の更新、また、維持管理の経費が必要になってくるということで、それらを両方合

わせまして、料金の問題にもこれから取り組んでいかなければいけないのかなということで、

今回、そのような方向で進めさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 水道課参事。 

○水道課参事（前田浩之君） 水下の愛宕様の配水池なんですけれども、バックアップです。

稲取、白田の水を、入谷が足りなくなったとき、水中ポンプで入れるようにしてあります。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 
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○６番（西塚孝男君） わかりました、それで。なぜ、水下へと思ったんですけれども、バッ

クアップという形で。わかりました。 

  今、水道の料金というのが、今の人口と観光で割っているわけですよね。それで、施設が、

先ほど言った、今、使用しているトン数が2,000から半分程度、白田の浄水場においては半

分になると。そうなると、施設を小さくして、維持経費も変わってくるわけじゃないですか。

そういう中で人口も20％ぐらい減ってくると。その20％減った人間で、その料金を払ってい

かなきゃならないというシステムになっているので、その経費をどれだけ節約して、住民の

負担を軽くしなければ、この水というのは、この町の観光の一つの源である旅館業が一番使

っていると思うんですよ。そういうところが、やっぱりこの料金の見直しに対しては、非常

に注目しているんじゃないかなと思います。それによって、経営とかそういうものがうまく

いかなくなったりとか、そういうのが一番困ることで、設備を小さくして、それでかかるも

のを削減して、それで水道料金をなるべく上げない形の中での政策を練ってもらえれば一番

いいのかなと思っています。 

  どうぞ、町長。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に、今、西塚議員が言われたことはもうベストだと考えています。

当然、全協で言った水道料金の審議会を立ち上げさせていただきます。そういう中で、町民

の負担をなるべく低くするために、水道課の経費削減、これはもうやっているところでござ

います。もうこれ以上できないぐらいやっておりますので、まだ縮小できると思えば、また

それは縮小した中で、やっぱり町民に負担がなるべくかからないような方向でまたやってい

きたいと、それは原課が考えております。 

  そういう中で、今、言ったような水道審議会の料金のことがありましたもので、そこでい

ろんなことをもんでいただきまして、どの辺が一番適当な金額かということをまた出してい

ただければ大変ありがたいと思いますので、また、議会のほうから２人ほど入ってもらいま

すもので、その辺はまた十分審議していただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） すみません、ちょっと聞くのを忘れていまして。 

  近隣の市町村に対しての、この東伊豆町の水道料金というのはどのくらいの位置になって
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いるのか聞きたいですけれども。 

○議長（村木 脩君） 水道課参事。 

○水道課参事（前田浩之君） 賀茂郡でいいますと、下田市が口径別の料金になっているもの

で、ちょっと単純に比較できないですけれども、賀茂郡のほかの町の中では、南伊豆に次い

で２番目に高いです。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） これで、一番目の質問を終わります。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、町内防災体制についてを許します。 

  ６番、西塚議員。 

○６番（西塚孝男君） ２点目の町内防災体制について。 

  今、南海トラフ地震等が新聞やテレビ等で騒がれているが、町としての対応についてお伺

いします。 

  １、消防団と消防署の連携は。 

  ２、災害時に孤立する地区ができるが、自主防・消防団・消防署の協力体制ができている

かをお伺いします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 西塚議員の第２問、町内防災体制については２点からの質問となって

いますので、順次お答えいたします。 

  まず、第１点目についてですが、大規模災害における消防団と消防署との連携については、

まず、広域化後の大規模災害時の消防組織の体制は、駿東伊豆消防本部において３方面に警

防本部が設置されまして、当町は、第３方面、伊東署が指揮対策本部となって、伊東市、ま

た東伊豆町の災害対応を行うということになっております。 

  消防団におきましては、町の対策本部と同じ場所に消防団指揮対策本部を設置し、町の対

策本部に派遣されてくる消防署員と情報を共有いたしまして、連携した消防活動を行うこと

としております。 

  次に、２点目についてですが、毎年実施される防災訓練において、各区自主防災会と消防
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団については、連携した訓練を実施しており、対応が図られるものと考えております。また、

消防署隊につきましては、孤立化により被災現場等への署隊の進入が難しいことが想定され

るため、道路の啓開等の状況を見ながら、東伊豆消防署、または伊東市内にある各消防署の

中から、現場に侵入可能な隊が自主防災会の対策本部に赴きまして、自主防災会、消防団と

情報共有し、連携しながら活動を行うこととなっております。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） まず、消防団と消防署の連携についてですけれども、今、ポンプで出

動したときのポンプ同士の連絡はつながっていますか。お聞きしたいですけれども。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） 現在、消防団と消防署の連携につきましては、無線等は持ってお

りませんので、実際、現場に行きますと、消防署隊のほうで指揮本部ができます。そこに消

防団の本部の役員がついて、消防団で共有している無線でやりとりをするという形をとって

おります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） それでいきますと、２点目に言っている孤立する地域、そういうとこ

ろの消防署と団との無線の連絡とか、そういうのは一切とれなくて、どういう体制で、消防

署が来るのは絶対に遅くなると思うんですよ、災害時は。そういうときにどこの水利を使っ

ているのか。消防署が、消防団が使っているのかとか。どこが火災なのかとか。そういうの

が随時報告できないということですか。町の指令本部まで行かないと、一番災害のところに

行っている団員とかが活躍するときに、そういうバックアップの連絡は一切できないという

ことでよろしいですか。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） その辺のバックアップにつきましては、現在、町のほうでトラン

シーバー等を購入して、消防署隊のほうに１台渡した中でやろうという形では考えておりま

す。 

  現場の状況につきましては、災害対策本部ができれば、当然、災害対策本部、指揮本部の

ほうにいろいろ情報が入ってきます。それに基づいて署隊のほうも消防無線を持ってきます
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ので、各署隊に状況等の連絡をとった中で対応するという形になっておりますので、情報が

一部スムーズにいくかというのは、実際の災害にならないとわからない部分もありますが、

基本的には情報の共有というのはできるような体制はつくっていくというふうに考えており

ます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱりいざ災害が起きたときにどんなか、それじゃいけませんもの

で、これはもう実施した中で、いざ災害が起きたときも絶対大丈夫だと、そういう方向でや

らなければならないと考えておりますもので、それは西塚議員には御理解願いたい。それは、

第３方面の中で、また連携した中で訓練はいたします。本部との訓練はいたします。 

  やっぱり、絶対、災害が起きたときにそういう小さなミスが起きないようなことをやらな

ければ、もう町民、住民に対して本当、迷惑かけますもので、ミスがないような方向でこれ

はやっていきたいと考えておりますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） 今言ったように、団員とかの話を聞くと、もう面倒くさいから携帯で

やっているよとかというのを聞くんですけれども、携帯はつながらないと思ったほうがいい

わけじゃないですか。3.11のときだって携帯は一切つながらないと。そういう中で無線、じ

ゃ、トランシーバーがどれだけつながるのかという問題、出てくるわけです。絶対にこの地

区は孤立するということがわかっていると。 

  そんな中で、一つ一つの団、９個分団、その分団の、じゃ、今の体制の中で、昼間いる団

員の数が、その団員１人１人が司令官になれるのか、なれないか。そんな中で、１消防ごと

の連携をどうやってとって、地域を守っていくかという中での、個々の連絡網がちゃんとし

ていなかったら地域を守っていけない。弱いところに、即、戦力は行けないわけですよね。

一つの消防の体制の中にも、団組織の編成、統合とか、そういう問題も出ているという中で、

今の訓練の状態を見ていると、昼間のときの消防団の数、消防団員の各分団の数、それと住

民の自主防。今は、訓練やりますからという中で皆さん出てもらっているけれども、本当に

その時間にいるのかいないのか。そういうところのちゃんとした振り分けの訓練というもの

は、これからどんどん必要になってくるんじゃないかと。今までやっている、悪いと言って

いませんよ、けれどもその中でマンネリ化しているところがいっぱいあるんじゃないかと。
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それで、自主防と消防団とうまく使う。消防団が本当に使えるのか。一番のプロじゃないで

すか、住民からすれば。その中でＯＢとの連携をとれて、各地域がそこの中で自分たちで、

何時間は、何日かは闘える組織というものの、もう一回、その見直し的なものを考えたらど

うかと思いますけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） ケース・バイ・ケースでいろいろ考えられます。そういう中で、この

場合はこうやる、こうやる。そういうモデルケースをいろいろ検討して、また分団の団長と

相談しながら、いざ災害、このケースの場合、じゃ、こういう対応しましょうとか。その辺

はまた、今、西塚議員が言った心配、考えられますもので、また、ＯＢの皆さんにも活躍し

てもらえれば、本当、団員が減っている中でありますもので、それは十分、これから検討し

てやっていきたいと思いますもので、団との話し合いがある程度煮詰まりましたら、また議

会とか、西塚議員のほうには、またそれは知らしめていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） 今、消防団の人員も減ってきたという中での体制づくりというのは、

この前、出ていましたけれども、本当にそれでいいのかと。消防団ではなくて、また違った

第２の。消防団だとまた経費とかいろいろかかるんですけれども、また違うよその地区だと、

消防団抜けた人たちがつくっている、そういう組織とか、そういうのをこれから活用してい

かなかったら、やっぱり今いる消防団員の数だけで、だんだんと少なくなっていく中では守

り切れないんじゃないかと。それで、経費なんかを考えたときに、そういう新しい組織の中

のあり方というのを考えると、また非常によいんじゃないかと自分は思いますけれども、ど

うでしょう。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今の西塚議員の提案、大変いい提案と考えております。やっぱりこれ

から消防団員が減っていく中で、違う意味のそういう組織があれば、当然、そのときは町民

みたいに働いてもらうことは大変ありがたいですから、また、各地区にどういう組織がある

とか、またそれを調査した中で、もしそういうのがあったらそこに依頼して、いざ災害が起

きたときは、またお願いしますということはやっていきたいと。大変、今、いい提案だと自

分は感じておりますもので、またそれを検討させていただきたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） 本当にいつ災害が来るかわからないですけれども、本当にみんなでこ

の町を守るためには、１人１人が自分のできることを一生懸命頑張ってやっていくという中

での消防体制を、また災害体制をつくってもらえればよろしいと思います。 

  これで、２問目を終わります。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、小・中学校の統合についてを許します。 

  ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） ３点目の小・中学校の統合について。 

  町の出生数がこの５年間で半分程度になっている中で、城東・稲取地区ごとの統合でよい

のか伺います。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 第３問は教育関係でございますもので、教育長より答弁いたさせます

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

（教育長 黒田種樹君登壇） 

○教育長（黒田種樹君） 西塚議員の第３問、小・中学校の統合についてお答えします。 

  御指摘のとおり、町の出生数は年々減少しております。児童生徒数の減少を受けて、教育

委員会としては、平成27年度より東伊豆町学校教育環境整備委員会を設置し、幼稚園・小中

学校のあり方について検討を行いました。その答申では、一定の人数が確保された環境で、

子供たちのかかわり合いを重視した教育を進めることと、未来を見据え、より地域と一体と

なった東伊豆町の教育を目指すべきであるという基本的な考えが提言されております。また、

具体的な方策については、中学校を統合し、幼稚園・小学校はできる限り現状を維持する。

または、熱川・稲取両地区にそれぞれ小中一貫校を整備するという２つの方向性が示されま

した。 

  その後、平成30年３月、町の総合教育会議において、当町全体の学校教育環境整備につい

て、その検討する方向を、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
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ます。その主な理由は、未来を見据え、より地域と一体となった新しい形の学校教育、当町

にふさわしい特色ある学校教育を目指すというものです。 

  出生数の減少傾向は続いていますが、子供たちのかかわり合いを深めるという点では、小

中一貫という形で幅広い年齢の交流を行うことが効果的であると考えております。また、熱

川・稲取の地区ごとに一つの学校とすることで、より地域の力を結集し、それぞれの伝統や

文化を背景とした、郷土に根差した教育を進めることができると考えます。 

  このような点を重視し、熱川・稲取両地区に特色ある学校を整備するという方向で検討を

進めているところです。 

  現在、東伊豆町小中一貫教育研究会において、より地域と一体となった教育を進めるため

の方策や課題、東伊豆町に合った小中一貫教育のあり方と、期待される成果等を協議してい

ただいております。本年中に研究のまとめをいただく予定となっております。それを受けて、

どのような形で学校教育環境を整備するか、最終的な方向を決定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（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） 非常に教育長が話をするといい話だなと思うんですけれども、だけれ

ども、何か落ち度があるんじゃないかと。 

  今、教育長が言っているのは、学校教育関係からの目線で見ている。今までに子供たちの

声を聞いたことがあるのかと。中学生、小学生、部活動、そういう点で中学生たちからのア

ンケート的なことをとったのか、とらないのか、教えてください。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） ありがとうございます。 

  教育関係の目線からということですが、これまでは、先ほどの子供たちの減少を受けて、

教育行政として、教育委員会としてどのように進めていったらいいかということの、今まで

進めてきたことをお話しさせてもらいました。 

  子供たちの意見ですが、特に直接、子供たちから、この学校の形とかあり方について、ど

ういう方向がよいかというアンケートは、これまではとっておりません。平成29年度末で、

大川幼稚園、大川小学校と熱川幼稚園、熱川小学校が統合しましたが、そのときに保護者と

地域の皆様とも話し合いを何回もさせていただきましたが、子供たちからは直接、こういう

形の学校でというようなことの意見を聞く場というのは持ちませんでした。やはり子供たち
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というのは、いろいろ学校に対する愛情、愛着、考え方、それぞれ子供なりに持っているも

のがあると思いますが、やはり学校の形をつくっていくという面では、大川と熱川の統合の

話し合いについては、地域の方、保護者の方と中心に話し合いまして、子供の直接的な意見

は、教育委員会は聞いておりません。 

  ただ、学校の中で、先生方が子供の声を聞くという場面はあったのかもしれませんけれど

も、教育委員会としては、学校教育環境整備は、子供たちの思いもあるとは思いますけれど

も、それは学校の中で子供たちの様子を先生方にも見ていただきながら、教育委員会として

は、子供たちの状況を把握して、そして、やっぱり教育行政として、保護者、地域の方と考

えていくということを今まで中心にやっております。ということで、アンケート等はとって

おりません。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） 教育長、私は思うんですよ。自分の孫なんかも、上の保育園に入って

いて、小学校に行ったら熱川の人たちと別れると、友達と別れるといって分かれている。今

の部活なんかを見ても、好きな部活ができないとか、人数が少なくて。もう人数が減るのは

完全に見えているし、去年だって32、その前だって43名、26名、57名と。そういう中の人数

であって、これがちゃんと半分ずつ熱川・稲取地区で分かれるのかといったらそうじゃない。

そういう中で、じゃ、本当に子供たちのことを考えて、地域、地域と言うけれども、東伊豆

町なんですよ。地域のよさとかというのは、学校行ってみてやれればいいじゃないですか。

今だって、現状、そんな少なくなってきて、じゃ、稲取小学校、そんな地域との触れ合いと

かないと思うんですよ。こんな少なくなって。 

  だったら、子供の環境というものをもっとよくして、その中で集めた中で切磋琢磨して、

そうしていいものをつくる。そうして、親たちに、ああ、ここの東伊豆町の小学校に来たら、

物すごく勉強もできる、何でもできると。そういう中で、よそへ出ていかない母親たちは。

伊豆高原へつくったり、みんな、よそへ家をつくったりする。そういう中でこの町の教育の

あり方というのは、東伊豆町が60年なってからもまだ地域、地域と言っている。教育はそう

じゃないと思うんですよ。子供たち重視で考えたときに、本当にそんな考え方でいいのかと、

もう一度、お伺いしたいです。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 教育は地域ではないという、ちょっとお言葉ありましたけれども、
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今、学校のこれからのあり方について、国も、静岡県もいろいろ考えながら、方向進めてい

るところですが、まず、基本的に、国の、学校の考え方は、学校は地域とともにこれからの

教育をつくっていくということをより重視していくという考え方です。来年度から小学校の

学習指導要領が全面実施されますけれども、その次の年は中学校の学習指導要領の全面実施

がありますが、その学習指導要領の中でも、これまで以上に地域との連携、関係を深めた学

校教育のあり方を進めていくということが述べられておりますし、それを学校が、子供たち

だけの教育の場ではなく、地域とともに教育をつくる。それは子供の教育だけではなくて、

地域の皆さんと一緒に、地域がつくっていく教育というような形で進めていく方向を、これ

から国も進めていくということになっております。 

  その中で、学校のこれからのあり方の中で、学校と地域連携をする協議会を持って学校教

育を進めていくということが法律の中でも示されておりまして、改定されて、その必要が述

べられていて、そういう学校運営協議会を設置することが、各教育委員会の努力義務という

ふうになっております。それは本町でも、地域と一体となった学校運営をしていくという面

において、それを受けて進めていく考えでいるところです。 

  ですから、西塚議員のおっしゃる、子供たちがどういうふうな思いで学校に対して、こん

な学校、こんな部活があったらいい、そういう思いは非常に私も学校現場におりましたので、

感じるところは大きいんですけれども、教育のこれからのあり方という面においては、地域

とともに学校をつくっていくということが最大の目標であると私は考えております。 

  事例として、昨年度、私が文部科学省の発表会、研究会に行って、全国の事例を聞いてき

た中では、例えばですけれども、地域の人口が減少して、少子高齢化が進んでいる学校の中

で、学校づくりの中で、小中一貫の学校をつくり、その子供たちの応援を、その地域の皆さ

んが学校に頻繁に来てもらってしてもらうと。そういう形をつくるには、小中一貫の学校と

いうのはその地域に一つの学校であるということで、地域の皆さんの応援を受けやすい形で

ある。 

  そういうようなことと、それから、先ほど言いました子供の教育だけではなく、地域のた

めにということもありまして、そこの事例の学校では、中学校の音楽の授業に地域の方が授

業の中に入る、授業を受ける。それは、子供だけの教育だけではなくて、年配の方も一緒に

ともに教育を受ける、そうやって学校をつくる、あるいは地域全体の教育をつくるという、

そういう学校づくりをしている事例も紹介をしてもらって、ああ、そういう学校づくりとい

うのはいいなというふうに、私自身は思って帰ってきました。 
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  現在、本教育委員会が進めている指標としては、国が進める、地域と一体となった、より

一体となった学校というものを中心に学校づくりを考えている段階であります。そのために

小中一貫の方向に絞って、今、研究を進めているという状況です。先ほども言いましたよう

に、その小中一貫は、現在の熱川中学校区、それから稲取中学校区のそれぞれで地域の方に

支援していただいて、それぞれの方が学校に来ていただきやすい、そういう学校づくりをし

ていくという方向で今、検討しているところです。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） 学校、学校と言うんですけれども、地域には子供会とか、育成会とか、

各地区に全部あるんですよね。それで伝統芸能とか、お祭りとか、そういうものをちゃんと

やっているわけですよ。その中で地域とはちゃんと密着しているんですよ。学校、学校と言

っていますけれども、学校ではなくても外で、ちゃんとそういう組織の中で地域の人たちと

お祭りをやったりして、触れ合っているのは確かなわけですよ。稲取地区だったら三番叟や

ったりとか。そういう中で、みんな、外でもやれているわけですよ。 

  なぜ、学校の中じゃなきゃできないのか。現にそういうのがもっと、先ほど幼稚園の話も

出ましたけれども、あそこ直すのに莫大な金かかるけれども、今の幼稚園の人数を見ていた

ときに、本当にあそこに金かけていいのかという問題、出てくると思うんですよ。もっと、

先ほど言っているように、コンパクトにしなきゃならないところは、小さくして、経費がか

からないようにしていくのだって町の一つのあり方であって、教育問題もそうだと思うんで

すよ。それはどう思いますか。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） まず、現在、子供会、育成会等で、お祭り等も含めて、子供たちと

地域の伝統、それから文化を守りながら、子供たちにそういういい影響を受けさせていただ

いているということについては、本当にそのとおりであります。 

  そのあと、なぜ学校でそういう地域との連携をしなければいけないのかという点について

は、学校だけでもちろんそういうことをやっていくということではありませんので、より、

小中一貫の、先ほど言った熱川地区、稲取地区に学校が一つあることで、皆さんの御協力や

御支援、それから学校運営についての御意見を集中していただけるということの中で、今よ

りもさらにその地域のよさ、そういう子供会や育成会の活動も一つに集約できるという、そ

ういうようなメリットがあるというふうに考えておりまして、学校で全てその地域のことを
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子供たちが学ぶということではありませんので、これからも今まで以上に、育成会や子供会

等の皆さんのお力は、それぞれの地域の学校に集約していただくということは、もう当然な

ことだと思います。 

  ただ、教育課程といって学校の学習内容の中には、地域の文化や歴史を学校の授業の中で

取り入れていくことが多くなってきています。それは、学校教育で全てをやるというような、

地域のことを学ぶということではないんですけれども、子供たちが地域に愛着を持ち、地域

の理解を深め、それがやっぱりその学校の特色ある教育になるということで、例えばですけ

れども、今、稲取小学校では、４年生が馬鹿ばやしを、ここ何年も、毎年、総合的な学習の

時間で学習し、実際に皆さんに見ていただく、そういう授業を行っております。それは、稲

取地区の稲取小学校であるから、やはりそういうことが非常にやりやすく、皆さんの力もい

ただけると。例えば熱川の子たちが、じゃ、その馬鹿ばやしについて一緒に学ぶということ

が、現実感を持ってどれぐらいできるかということを、そういう子供たちが学校で学ぶ教育

課程の教材とか、内容とか、そういうものに関しても、より地域と一体となるという面にお

いては、できるだけ私は地域の影響、支援を受けやすい形で学校があるべきだというふうな、

小中一貫教育のあり方の基本的な考え方が、そういう地域から力を受けたり、地域のことを

一緒に学ぶという、そういうやり方で学校をつくっていくということが基本にあると考えて、

現在は協議をしているところです。 

  それから、コンパクトにというか、人数が少なくなっていったら、例えばそれを一緒に、

コンパクトということは、多分一緒にしていくというお考えだと思うんですけれども、学校

のあり方の一番のもとは、子供たちの数がやっぱりどれぐらいいるかということは、学校が

どんな教育ができるかという大もとなんですけれども、学校教育の基準というか、学校をど

ういうふうに設置するかというような基準の中で、第一は児童数、生徒数が一番大きいと思

います。その次に、その児童数、生徒数をもとにした学級数というものが、学校規模のいろ

いろな基準となっていきます。 

  学級数によって、そこに配置される教職員の数も決まってまいります。これは、児童生徒

数が直結して教職員の数になるわけではなくて、国の義務標準法で定められている学校教員

の数という、学級のあり方の数というのは、御存じのとおり１学年40人が基準です。41人に

なると、今度、２学級になると。それから、81人になると３学級になるというような、40人

飛びで学級数が決まります。その学級数に応じて教職員の配置、校長、教頭、教諭、それか

ら事務職員、養護教諭等の配置数が決まります。 
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  例えばですけれども、現段階、今、稲取と熱川に小中学校が分かれているわけですが、今

の数でちょっとお話をさせていただきますと、例えば中学校、特に部活のお話がありました

ので、まず中学校からお話ししますが、現在、学級数が、稲取中学校は１、２、３年ともに

２学級です。ですから学校全体で６学級の中学校です。それから、熱川中学校は１、２、３

年生とも１学級、学校全体で３学級の学校です。その学級数に応じて教職員が配置されます

ので、現在、国の基準でいくと、稲取中学校は、校長、教頭、教諭の数が10です。それから、

熱川中学校では９です。校長、教頭、教諭の数です。これは学級数が減っていけば、担任等

のそういう配置が少ないということから、だんだん学級数によって少なくなっていきます。

現在、稲取が10、それから…… 

○議長（村木 脩君） 教育長、答弁はもう少し簡潔にしてください。 

○教育長（黒田種樹君） すみません。 

  それで、現在、熱川と稲取の中学校で教職員が19、国の基準では配置になっています。そ

れが、もしコンパクトに一つになるとすると、全部で生徒数が、３学級、２学級、３学級の

８学級になります。これは、人数は増えますけれども、先ほど言った人数の区切りが40、80

となっています。それで８学級の、一つのコンパクトにした中学校で生徒数が増えても、校

長、教頭、教諭の数は14と減ります。コンパクトになった分だけ、教職員の配置数も減ると

いうことになりますと、中学校の部活の担当者がやっぱり減るということになりますので、

コンパクトにすることだけが、学校の部活等も含めた教育、子供たちの環境の幅を広げると

いうことにも、直結、なかなかしないというところもあります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） 今の意見聞いていると、職員の数も減っていくのかなというんではな

くて、そこの問題じゃないと思うんですよ。本当に子供たち、もう現実にわかっているわけ

じゃないですか。もう30人しかいない、半分で15人ですよ。これが、じゃ、６年たって中学

校になったらと、もう先が見えているのに、城東、稲取地区で小中一貫教育やって、じゃ、

何年後には全部またしなきゃならないというときが来るわけですよね。だけれども、この数

字が出ているのに、あえてあと３年、これをやるのに審議してやっていくと、まだ二、三年

かかるわけじゃないですか。そうして、やって動き出して、少し延びたら、生徒数がこれだ

けだと。また、考えなきゃならない。また、委員会開いて、何年か開いて、３年、４年審議
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して、それでまたやりましょうと。それは、みんな、教育者の勝手じゃないの、やっている

ことが。本当に子供たちのことを思っているのか。 

  だから、１回は子供たちの声、中学生の部活をやっている子たちの声とかを聞いて、そう

いう中で審議してもらいたいと思います。 

  これで、私の３問目の質問を終わります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 答弁は要りますか。 

○６番（西塚孝男君） はい。 

○議長（村木 脩君） 教育長。 

○教育長（黒田種樹君） 簡潔に述べなきゃいけないので、数字はなかなかちょっと準備して

あるものはありますけれども、まず、本当に子供たちのことを考えて、これからの学校のあ

り方を考えているのかというお言葉ありましたけれども、私は長いこと学校に勤めておりま

した。子供たちことを考える教員であったつもりでありますし、今も教育行政に勤めており

ますけれども、子供たちのことを考えない教育行政はあり得ないと思っております。 

  人数はこれから減っていくということで、本当にそれは加速度的に減っているということ

は承知しております。それで、今後、数年たったらば、今年、生まれた子たち、ゼロ歳の子

が30人ぐらいですから、その子たちが両地区に分かれて教育を受けるということになると、

単純に考えると15人ぐらいの学年の数になります。それが、何年かした後でまた形を変える

のではないか、そういうことを御心配されていると思いますが、私は１学年が15人程度で学

校教育は成り立たないとは、すぐには思っておりません。 

  ただ、西塚議員がおっしゃるように、ずっと先の将来はもっともっと減っていくというこ

とを考えると、国の人口問題研究所の推計では、今から22年後から26年後の東伊豆町の出生

の推計が11名となっています。ですから、今から約25年後ぐらいは、学年の子たちが11名ぐ

らいの町になると。その段階で、本当に、町で一つの学校とするべきではないかということ

は、私も検討していく必要があると思いますけれども、ここ10年、20年を考えていったとき

に、子供たちにとってマイナスになる学校づくりをするというつもりはありませんので、そ

のような思いで検討しております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、６番、西塚議員の一般質問を終結します。 

  ここで、11時10分まで休憩といたします。 
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休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

  ７番、須佐議員より、一般質問で掲示板の使用の申し出がありましたので、これを許可し

ます。 

 

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

 

◇ 須 佐   衛 君 

○議長（村木 脩君） ７番、須佐議員の第１問、運転免許証の自主返納の取組についてを許

します。 

  ７番、須佐議員。 

（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） こんにちは。須佐でございます。 

  一般質問を２問通告しておりますので、それぞれお願いしたいと思います。 

  まず、第１問目ですが、運転免許証の自主返納の取組についてということでございます。 

  全国的に高齢ドライバーによる交通事故が問題になっていますが、当町における運転免許

証の自主返納の取り組みについて伺うということです。 

  １つ目、昨年の運転免許証の自主返納者は何人か。 

  ２つ目、自主返納に対する現在の町長のお考えはということになります。お願いします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第１問、運転免許証の自主返納の取組については２点から

の質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目についてですが、平成30年末で、東伊豆町の免許証所有者7,819人に対しまして、

65歳以上は2,915人で37.5％となっており、自主返納者は43人となっております。 
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  ２点目についてですが、静岡県における高齢ドライバーの事故は減少しておりますが、悲

惨な事故が後を絶たないという状況は変わっておりません。御自身でおかしいなと感じたり、

また、自動車の運転に不安を感じたりするならば、御家族で話し合いまして自主返納を検討

する必要があると考えております。 

○議長（村木 脩君） ７番、須佐議員。 

（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  報道でもありましたように、４月19日、東京都豊島区の交差点で87歳の男性が運転する乗

用車が歩行者を次々にとはねまして、ごみ収集車に衝突するという事故がございました。こ

の事故では、３歳の女の子と母親30代の女性が亡くなったという、非常に悲惨な事故でござ

いました。また、今月の４日だったと思いますけれども、福岡市で乗用車が反対車線を猛ス

ピードで逆走したということで、運転していた夫婦が亡くなったと。７名の方がけがをされ

ているということでございます。 

  車は、よく走る凶器と言われますけれども、コントロールを失った凶器が次々と人をはね

てしまうということ。またそれが、今、ドライブレコーダーという形で、我々もニュースな

どを通じてつぶさに見る場面があるわけなんですけれども、まさにこれは本当に政治的に解

決しなきゃいけない問題であると同時に、高齢化社会の問題の一つの側面といっていいこと

だと思うんです。 

  東京都の話ですけれども、今朝の新聞でも急発進防止装置、それに都が９割補助するとい

うような話もありました。うちの町ということで、こういう形ですぐにこういう対応という

のもなかなか難しいことだと思うんですけれども、昨年も同じような形で質問させてもらい

ました。その中で、平成29年が50名だったということで増加傾向だというような答弁だった

と思います。ちなみに28年が38名、その前の27年が41名という答弁だったと思うんですけれ

ども、ただ、30年に関しましては43名ということで、やや減っているということで、この問

題をどういうふうに解決していく。解決というのは難しい問題があって、この東伊豆町の場

合は、一次産業に従事されている方も多いですから、仕事で軽トラ等を運転される方も多く

いらっしゃいますし、都会でああいう大きな事故があると同時に、地方でまた複雑なそうい

う問題があるということで、どのように考えていくのかということはちょっと難しい問題だ

というふうに思います。 

  これもちょっと新聞の記事でまたあれなんですけれども、５月25日の静岡新聞では、県内
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の運転免許の返納者、75歳以上で、10年で10倍になっていますというような記事が出ていま

した。ですので、その中に東伊豆町も入っていると思うんですけれども、その取り組みに近

づけていかなければいけないのかなというのが私の感想なんです。 

  昨年、運転免許証自主返納した人に対する特典とかという話をさせてもらいましたけれど

も、その辺のところの検討というのはどうされているのかということを、まず１点、お聞き

したいです。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、この高齢者の事故、本当、毎日やっておりまして、その悲惨な事

故はもう全国中に発信しておりますし、毎朝見るテレビ番組で特集なんかも組んでおります。

そうなると、高齢者に対しましては、本当、運転しないのが一番ですし、運転しなければな

らないという状況もあります。そんな中で、いろんな中で、東京都なんて本当にいち早く、

小池知事がブレーキに対しても９割負担ともうすぐ出しました。これは東京都の中では財政

が豊かなものですから、それはすぐそれを出したというのは。 

  やっぱり須佐議員言ったように、これはもう国の問題でありまして、免許制度のことが、

ある程度そこをやった中で解決していかなければならないなと考えております。今、３年に

１回のやつを、例えば75歳以上は、じゃ、１年に１回とか、そういう免許制度自体のことも

やらないと、３年たちますと結構もう認知症もどんどん増えていきますもので、その免許制

度の改善、これはまず絶対、私は必要と考えております。 

  しかしながら、すぐに東京都はいち早く動いたと。静岡県もいち早く動いていただければ、

町としてもそれに対しまして補助するのはやぶさかではありません。何しろ東京都なんて９

割やっても、まだ一般の負担が6,000円幾ら、7,000円ぐらいあると聞いています。そうとう

なこれは金額だと思いますもので、まず県もこの辺のことを十分に認識していただいた中で、

県のほうに対してもそこはやっていただければ大変ありがたいなと。 

  そんな中で、町の特典としていろいろ検討しております。それで考えたのは、自主返納し

たときの申請代、これを町が負担しようかなと今、考えております。これはできれば早くや

りたいなと、今、原課がやっておりますもので、自主返納に対する申請代、それに対するお

金は助成していきたいなと考えて。 

  しかし、これも何かいろいろ難しい。一応、申請してその証明書を町に持ってくるのかな。

そういう感じで、ちょっと手続上、直接行ってできれば、もう町が後で後納するとか、そう

いう方向やればいいと思うんだけれども、とりあえずその辺どうしようかなと、今、考えて
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いる中で、一応その申請書の代金、証紙代、これは一応、町が負担しようかなと、今、考え

ています。できるだけ早くやりたいなと考えています。 

  返納することによって、いろんな企業さんがいろいろなこと考えておりますもので、それ

もまた、返納した方がそのサービスをいろいろ受けいただくとありがたいと考えています。

町といたしましては、そういうことを考えているのが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、須佐議員。 

（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） そういう形で前向きにということだと思いますけれども、いろんな企

業もそういう形で、インセンティブ、そういう形のものを言いますと、１年で終わってしま

うと。要するに、免許を返納した年で終わってしまうような形で、本来なら恒久的なものが

望ましいんでしょうけれども、そういうものも難しいのかなという気がしますけれども。実

際に返納してしまえば、その１年だけのものではなくて一生の問題ですので、何かそういう

ことでちょっと考えていただけるといいなというのが、やっぱり公共交通とかという形の話

になっていくとは思うんですけれども。 

  実は、今月６日に男性の集いの場というのがございまして、これは健康づくり課で企画さ

れているものですかね。この間、ダイロクキッチンでございまして、よく携帯メールなんか

にも、今日そんなものがありますよなんてお知らせが来るわけなんですが。その中で、その

６日のテーマが運転免許の自主返納というテーマだったんです。非常にタイムリーなテーマ

で、私も関心が高かったものですから、午前中、参加しました。そうしましたら、七、八名

ぐらいの方が集まって、いろいろ話をしているのを聞くことができました。県の担当者の方

も来ていたり、あと地域の病院のケアマネさんなんかも来て、いろいろ参考になる話をして

もらいました。 

  その中で、奈良本の後期高齢者の方が免許を返納しようかどうか迷っているという話を言

っておられました。その方の話によると、御自身も駐車場等に車をとめておきますと、横に

とめている車が動くと、自分が動いていると錯覚してしまうということなんですよ。私、そ

れ、初めて聞きまして、そういうことがあるのかと。そしたら、隣にいましたケアマネさん

も、そういうことがあるという話を私は聞いていますよということ。自分は、正直、ないん

ですけれども、そういうことは。そんなようなことが、高齢になってきますと、本当にブレ

ーキとアクセル踏み間違えるというようなこともあるのかなということは、錯覚としてそう
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いうことはあるのかなというような感じがしました。 

  自主返納をするには、やっぱりそれにかわる交通手段がないとならないということだと思

うんです。その集いの場の中でちょっと耳にしたのは、やっぱり自主運行バスの停留所まで

の足がないといったような問題がありますし、これは以前もそういうような質問の中でもち

ょっと話をさせてもらいましたけれども、さまざま役場等の教室ですとか、そういったよう

なものに通うにも、もう足がなくなってしまうと。仕事だけではなくて、生活の面での足の

便が悪くなってしまうと。その辺のところをどういうふうに考えるかということなんですけ

れども、その辺の実情について、町長、今どういうお考えでおられますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱり自主返納してもらえることは、一番それはあれですけれども、

やっぱり返納したやつは行動範囲が狭くなる。そうなるとどんどん進みますもので、それに

かわる、ある程度の形、外に出られるようなそういう環境づくり、またそういう場、どのよ

うな手段がいいか。それはやっぱり考えていかなければならないと考えております。 

  自主返納することによって、自分の生活がひきこもりがちになる、これは一番困りますも

ので、それは十分認識した中で今後対応していきたいと考えておりますもので、御理解願い

たいと。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、須佐議員。 

（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  それで、今、自主運行バス等の話もちょっと絡めて話をさせてもらったんですけれども、

伊東市では、御存じだと思いますけれども、赤沢デマンド号というバス、東海バスさんやり

ながら。日中、余り利用者がない時間帯に関しては、デマンドタクシーということで、伊豆

急東海タクシーさんが利用されているというような取り組みがあったり、さまざま有効的な

手段、考えているようです。ですので、いろいろ今回の定例会でも質問された議員がおられ

ましたけれども、いろんな形で検討される、今、町長のお話ですと、余りうまくいっていな

いようは話もありましたけれども。 

  あと、広く静岡市内のところを見ますと、運転ボランティアの制度があるそうです。これ

は講座を設けまして、運転ボランティア募集しまして、自宅からその目的地までの運転をサ

ポートしますというような取り組みもあるそうです。なかなかボランティアということです
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から、資金的な面も大変なんでしょうけれども、本来、そういうところへ公的補助金、手挙

げ式でやってもらうのが一番いいんでしょうけれども、なかなか難しいような部分もあると

思います。 

  あと、男性の集いの場の中で、そのケアマネさんが、デイサービスの車は日中あいている

ことがありますよというような話もありました。送迎だけに使っているんで、日中はちょっ

とあいているんだよというそんな話もあったりとか。あるいは、非常にお世話になっており

ます伊豆東部病院さんの送迎バスには、私もそこで聞いた話によりますと、一般の方も乗車

できるということで、大変これはありがたい仕組みであるなということだと思うんです。 

  そのような仕組み等も考えていく必要があると思うんですけれども、町長、お考えいかが

でしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的に、病院とか、そういう方が今、運行しているときはもう自由

に乗っていいですということは、今そうなっております。しかし、その目的に沿った中で行

くというか、そこはやっていません。 

  昨日も言った、テレビ見た、ＮＰＯを立ち上げて、そういう方たちを運ぶことをやってい

るところがありました。やっぱり個人的にこうやるのはなかなか厳しいと思いますもので、

今言った運転ボランティア、この辺を検討する。ボランティアさんやってくれれば一番いい

と私は考えておりますけれども、隣町においてもいろんな車を使ってやっておるけれども、

それはなかなかうまくいっていないような状況ですもので、やっぱりひきこもりにならない

ような、そういうような手段は絶対私も必要だと考えておりますもので、今、そのアンケー

トをとった中で、この町の交通関係、どのようなのがいいかという中で、当然、そのことも

検討しなければならないと考えております。 

  やっぱり自主返納した方が、ひきこもりにならないで、またいろんな面で外に出て、町の

事業とか、買い物ができるような方向でこれはやっていきたいと考えておりますので、もう

ちょっと待っていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、須佐議員。 

（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） それと、今、役場のほうも大きくかじを切っておると思われますけれ

ども、移住・定住化に向けた取り組みというのが、今年度、非常に広報を見たりしても、大
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きく出ているのかなという感じがするんです。やはり私も三井の分譲地の中に住んでおりま

して、新しく越してこられた方というのは増えているなという実感があるんです。 

  一方で、長くそこに住まわれていますと、いずれ自主返納とか免許、運転できなくなると

いう形になったときに、やっぱり里のほうまでおりてくる。今日も、私、議会に来る前にそ

ういう方を見かけまして、乗せていきましょうかというふうな話で声をかけた。いやいや、

大丈夫、大丈夫ですなんて、そんなようなことも間々あります。 

  そうなると、なかなかその山間部に、今、移住者の方たちが住むというと、町なかという

よりか、どうしてもそういうところのほうが住みやすいみたいな形になってきますと、非常

に足の問題、大変になってくると。昨日も公共交通会議の話もありましたけれども、ぜひ、

その中に移住者の方の代表みたいな方を入れて、この町の外から見た視線で、そういう形の

公共交通、考えていったらどうなのかなというのが、自分、ちょっと考えがあったんですけ

れども、その辺のところはいかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） その公共交通会議の委員の中にそういう人も。ちょっとその辺は、メ

ンバーにつきましては、もうある程度、限られた人じゃないかと思ったですよ。そういう人

が、町が委嘱して入れるかどうか。それができれば提案されたらいいと思うけれども、その

公共交通会議がもう限られた委員さんで成っているもので、また違った意味でそういった方

たちの意見も聞ければありがたいなと思います。 

  それは、いずれ移住・定住、やっぱり言ったように、当然、分譲地が多いですから、そう

いう中で、将来的に、町なかにおりたいときは、じゃ、皆さん、管理事務所に何時に集まっ

てくださいという中で、そうやるのも手かなと考えております。いろんなことを考えていく

と、その辺、やっぱりせっかく移住してくれた人に不便かけたくないと考えておりますもの

で、それは検討していきたいと思いますし、その公共交通会議のメンバーを調べた中で、そ

れができればちょっと検討していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、須佐議員。 

（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） これで、１問目は終わりにしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、無電柱化の推進についてを許します。 

  ７番、須佐議員。 
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（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） ２問目です。無電柱化の推進についてということでございます。 

  国は、平成28年12月に施行された無電柱化の推進に関する法律に基づき、無電柱化推進計

画を策定したと聞く。また、県でも計画を策定し、防災や通行の安全性、バリアフリー化、

景観・観光振興などの観点から、2021年まで無電柱化を進めていくということです。 

  さらに、近隣の熱海市では、都市計画に積極的に無電柱化をうたうなど、観光地の景観を

重視した取り組みに積極的である。 

  そこで、当町の無電柱化に対する考えを伺いたい。 

  １つ目、国や県に歩調を合わせた無電柱化計画の策定は考えているか。 

  ２つ目、無電柱化を推進する市区町村長の会には、全国288市区町村長が加盟し、県内で

は15自治体が加盟しているということだが、町長のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第２問、無電柱化の推進についての１点目、２点目につき

ましては、関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  道路上の電線・電柱は、景観を損なうだけでなく、地震などの災害時には、電柱が倒れま

して緊急車両等の通行に支障を来すおそれがあります。平成30年９月の台風24号では、浜松

市を中心に電柱の倒壊や電線の切断を引き起こし、長時間の停電により日常生活や経済活動

に大きな影響を与えたことは記憶に新しいところであり、防災面からも無電柱化の重要性は

認識しております。 

  しかしながら、無電柱化には多額の工事費を要しまして、また、電気を高圧から低圧に変

換する機器を歩道に設置するのが一般的ですが、当町の道路は歩道がなく狭いため、財政面

及び道路事情から難しい状況でありまして、無電柱化計画の策定等は、今、考えておりませ

んので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） ７番、須佐議員。 

（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） 策定、考えていないということで、やはり難しい部分もあるかと思う

んですが。じゃ、これまでも無電柱化というのは、余り考えたことないといいますか、そう

いう検討されたことはなかったのかなということを、ちょっと１点お聞きしてよろしいです
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か。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私が町長に就任してから、やっぱり熱川海岸の旅館から見た景観、電

線が邪魔したもので、何とか無電柱化したいな。それで、稲取温泉のところに関しましても、

やっぱりあそこはちょっと無電柱化したいなとは思います。 

  しかし、検討した結果、多額のお金がかかるもので、そこで断念したという経過がありま

すもので、以前、検討したことはあります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、須佐議員。 

（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） 確かに、熱川と稲取、両方やったら基金吹っ飛ぶみたいな感じの話に

なってしまう。ちょっと不謹慎な言葉だったかもしれませんが。そのような形の額のお金が

出るということですので、簡単にできる問題じゃないと思います。 

  今、町長がちょうど言われましたものですから、今日、写真を用意してまいりました。 

  まず、左側の上が、先日のどんつく祭り、花火大会の写真なんです。これは山田議員に撮

ってきていただきましたので、お礼をここで言っておきたいと思いますけれども。ちょうど

電柱が上にかかっている。これは文化公園から撮ってきた写真でございまして、レポートも

添えて写真いただきました。非常に邪魔になっているということがございます。 

  それから、右側は熱川温泉の花火でございます。ちょっと近くに行かないとよく見えない

んですけれども、電線がかかっているんですよね。 

  その下、見てください。熱川温泉で、工学院大学の皆さんが光のイベントやってきてくだ

さった、2016年。これ、許可とって写真を掲載させてもらっていますけれども。熱川荘さん

の前のところの温泉やぐらのライトアップなんですけれども、これも近くで見ますと、電線

がばっと上のほうにかかっているということで、非常にいい取り組み、花火も非常にきれい

だということがあるんですけれども、なかなか本当にその花火がきれいだと言えるのかどう

かというような部分で、やっぱり大きな問題が出てきていると思うんですよ。 

  実際にそのイベントを、昨日も話にありましたけれども、いろいろやってもなかなかとい

うような話のある中で、根本的にこういうところから直していくということが、私は必要に

なってくるんじゃないかと。先々を見据えて。多少お金がかかるにしても、こういうところ

をやっぱりしっかりやっていかないと、県、国に胸を張って。やっぱり町長、稲取、熱川温
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泉、誰も知らない、若い人は知らないよみたいな話になるんですけれども、こういうところ

からやっぱり発信していくということが、私は大切じゃないかなというふうに思うんですよ。 

  そのライトアップの左側なんですけれども。 

  いいや、とりあえずその辺のところをじゃ、ちょっと。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、無電柱化やりたいことはもうやまやまでございます。財政的な

面で調べた中で、例えば五、六億円かかった中で、道路管理者が大体3.5億、国の補助が

55％ある。あとは、東電さん、電線管理者が負担しなきゃならないんですよ。それが大体約

１億8,000、２億ぐらいかかりますもので、やっぱり東電さんも、ある程度何かメリットが

なければ乗ってきませんもので、幾ら町がやりたいと言っても、東電さんの力が絶対必要で

すから、この事業。なかなか進まないかなというのが、今、考えている。 

  その中で、４年前、東京都知事が新しくなったときに、豊島区の池袋、あの辺を無電柱化

するんだなんて言った中で、現在進んでいないのが現状でございます。やっぱり無電柱化、

これ、本当に防災とかいろんな意味で絶対必要なんだけれども、いざやろうと思えば、いろ

いろな弊害が出てくる。例えば、やりたくても、東電さんとの協力がなければできないとか、

そういうことがありますもので、今の現状は、これが解決すれば一番いいんじゃないかとは

考えておりますけれども。それで、熱海市においても、今、言ったように、一部しかまだや

っていないと。全体にはまだ。やっぱりそれだけ相当な財源がかかるというのは御理解願い

たいと思います。 

  それは、できればやりたいなと考えておりますけれども、財源は今、厳しいし、果たして

東電さんが乗ってくるかという問題もありますもので、それは、一応また会いましたら、今

度は東電さんにもいろいろ話しかけてみますけれども、ただいまの現状は厳しいかなという

のが現状でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、須佐議員。 

（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） 実際問題はそうだと思います。 

  ちょっとだめを押すようであれなんですけれども、これは昨年の12月18日の静岡新聞。富

士山の景観に電線がかかっていたものが、それを取る事業をやって、すっきり見えたという

ような。世界遺産レベルのものというものは、比較的こういうふうに、県なり、国なり、投
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入しやすいのかもしれないんですけれども、なかなかこういう一つの観光地というところだ

と難しいのかなという気もしないんですけれども。ただ、積極的に、前向きに、今、町長言

われましたように、声を上げていくというようなことも大切なんじゃないかなと。声を上げ

ないところには、なかなかそういうこともありますよね。 

  今、町長言われましたように、その熱海です。２段目の左側、起雲閣の前のところです。

ここは無電柱化、進められているところです。この一帯は。この間ちょっと写真を撮ってま

いりました。やっぱりすっきりしているんですよね。歩道も両側にあって歩くのに非常にバ

リアフリーになっていますし、すっきりしていると。そして、先ほど答弁にありましたよう

に、地上機器の問題、室外機みたいなやつです。それの目隠しをこういうふうな形でやって

いた。起雲閣に来られた方の、その偉人の方の紹介であるとか、熱海市の紹介であるとかと

いうものが、そういうところに立てかけられて、掲示されて、観光客も飽きが来ないような

感じになっているということがあるわけです。 

  非常に難しい問題になってくるんでしょうけれども、先ほど町長、熱川の海岸のところの

話もされていましたけれども、やはりあそこのところ、電柱が林立しているわけなんですよ。

何とかあそこのところは、熱川片瀬線という県道でございますし、そして、海岸の部分とい

いますと、公共で管理しているところでございますから、熱川の海岸のところの遊歩道あた

り、あそこのところあたりは十分、今後、そういう形で検討に値するようなところだと思う

んですけれども、町長、あの辺のところはどういうふうにお考えですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当、あの辺のところはもう何回も見て、これは無電柱化にできれば

最高だと自分は考えています。しかし、見たら、やっぱり遊歩道も幅が最低2.5メートル必

要と考えておりますし、それだけの幅の遊歩道があるかどうかも、一応検討しなければなら

ないし。何しても東電さんが本当にこのことに乗ってくるか。やっぱりそれが一番のあれじ

ゃないかと思います。そういう中で、ここにそれだけのお金をかけた費用対効果という言い

方はおかしいですけれども、そこを東電さんが理解していただくのがまず第一段階ではない

かと考えておりますもので、無電柱化、やりたいんだけれども、その辺がまず第一のネック

じゃないかと考えておりますもので、また、東電さんに会いましたら、それは東電さんの考

えは聞いていきたいなとは考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、須佐議員。 
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（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） 先ほど富士山の例なんかもちょっと見たわけなんですけれども、うち

の町は、よく観光客の方が言われるには、伊豆七島はすごくきれいに見えますねと。７つ、

本当に均等にずらっと見えるというところはないですよと。それは、ほかの、例えば伊東か

ら、河津、下田から見ると、東伊豆町はきれいさが違うんですよ。海岸からの見る景色とい

うものが、まさに、世界遺産とは言えないとしても、非常にきれいなもの。これからそうい

うところに皆さん、観光客が感動されると。印象に残る景色。自然環境の中に人工的なもの

がない景色というものの美しさ、そういうところを追求するということが真の観光地のあり

方なのかなというようなことは思いました。 

  それと、最後に１点。 

  町長、無電柱化を推進する市区町村長の会というのがあるということはもう御存じだと思

いますけれども、こういったところにやっぱり参加されて、意見交換なり、東伊豆町の現状

みたいなことを話し合ったりとかというようなことはお考えいかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、須佐議員から提案されましたけれども、無電柱化が実現できれば、

当然、入りますよ。しかし、現実問題として、その財源とかいろんな中で、実現がかなり困

難、90％困難な場合に、これに入ったといたしまして、そのメリットがあるかどうかと考え

ておりますもので、今のところ、この協議会、結構ありました、静岡県でも多くのところが。

今のところ、入ってもメリットがない。実現の可能性が全然低いもので、今のところは自分

自身は入る気持ちはございません。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ７番、須佐議員。 

（７番 須佐 衛君登壇） 

○７番（須佐 衛君） 平行線になっていくと思いますが、あれなんですけれども。 

  町の管理する道というのは非常に難しいと思うんですよ。やっぱり下田市なんかも国道

414号、それからマイマイ通りに抜ける道は無電柱化になっていますよね。あそこ埋設され

ていると思います。そういうところの景観、国道ですとか、あるいは先ほど申し上げました

ように、県道熱川片瀬線であるとか、そういう県道、そういうところであると管理者がまた

違ってくると思いますので、そういうその形の中で話を持っていかれると、私がこんなこと

を言うのも何ですけれども、と思いましたので。 
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○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、県の管理道に対しましては、県のほうには投げかけていこうと

思います。しかし、やっぱりネックは東電さんが、果たしてそれだけのお金を出した中で、

費用対効果、合うとかどうかというのが一番、私はネックだと考えておりますもので、今、

言われたように、県道路の管理者には、一応こういう話があったということはお伝えいたし

ます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、７番、須佐議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時４８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員より、一般質問で掲示板の使用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、鳥獣害対策についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 通告に基づきまして順次質問させていただきます。 

  まず、鳥獣害対策についてお聞きします。 

  既にシカやイノシシ、サルなどの被害というのがもう日常化して、あること事態が前提に

なってきているような状況ではないかと。こうした日常化しつつある鳥獣の被害の状況につ

いて、まずどうなっているのかお尋ねします。 

  ２つ目に、これに対応するために町が所有する捕獲機材の種類や数というのはどういうふ
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うになっていますか。また、この捕獲機材の活用状況というものはどうなっているのか。 

  ４点目に、これら鳥獣害対策対応に必要な臨時職員等による駆除の実施隊の設置について

はどのようにお考えか。 

  以上の点についてお聞きします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、鳥獣害対策については４点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、町内の農産物への被害は、イノシシ、ニホンジカ、サルに

よるものがほとんどですが、平成29年度の実態によりますと、被害額は813万円、面積で

74.2ヘクタールです。また、金額に算入されない被害といたしましては、農地や農地回りの

のり面への施設被害や、露地栽培へのミカンの木への被害等が報告されております。 

  次に、２点目についてですが、町が所有する捕獲機材の種類と数ですが、大型の箱わなを

10基、中型の箱わなを７基、小型の箱わなを13基所有しております。 

  次に、３点目についてですが、大型、中型の箱わなは、担当する猟友会会員と機材と場所

を決めまして、貸し出しを行っています。また、小型の箱わなは被害者に貸し出しています。

５月末現在で、大型10基、中型３基を貸し出しております。 

  次に、４点目についてですが、町は有害鳥獣の捕獲を捕獲報奨金交付要綱による許可捕獲

と有害鳥獣捕獲委託業務により、東伊豆町猟友会の会員に実施していただいておりますので、

臨時職員等による駆除実施隊の設置は考えておりません。鳥獣被害防止特措法に基づく鳥獣

被害対策実施隊の設置につきましては、賀茂地域広域連携会議の中で、１市５町と共同歩調

をとりながら、来年４月を目途に検討をしております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） どうしても鳥獣害被害ということになると農産物ということになる

んですけれども、お金で見えない部分、畑等の周りの被害もあるんだけれども、同時に、農

家が生産意欲を失うというお金にかえられないものが出てくるわけだし、特にサルの場合な

んかだと非常に恐怖感、家の中で冷蔵庫や仏壇を荒らされると言うことなんだけれども、直

接かまれるとか、かじられるというところまでは今あんまり聞かないけれども、しかし、非

常に怖い思いをする、こういう事態というのも本当に日常化して、よっぽどのことがないと
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特に話題にはならないというのが今の状況ではないのかなと思います。 

  そこで、今、駆除の問題で、捕獲機材等の活用の問題というのはあるんだけれども、県の

データで平成29年度の東伊豆町の有害狩猟及び管理捕獲のデータを見ますと、イノシシ149

頭、シカ686頭、サル12頭、そのほかタイワンリス等々入れて年間1,119頭、これは平成20年、

イノシシ19頭、シカが103頭、サル３頭等々で165頭だったということを考えると、10年で７

倍ぐらいにはなっている。これらの取り組みについて、町長どう見ていますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 以前、議会と農業者が対談したときに、この被害が続いて、もう後継

がやりたくないということも聞いております。そういうことを打開しなければ、そういう方

たちの意欲をそぐようなことを町はしたくないと考えておりますけれども、当然そのような

対策をしていかなければならんと考えます。 

  その中で、やはり猟友会さんが高齢化してきた中で、なかなかそういうことが実施できな

い。新たに猟友会に加入していただきまして、そういう駆除の多くをやっていきたい。その

ためには、町といたしましてもそういう方に対する助成とかいうようなことは考えていった

中で、10年前に比べれば10倍になって、これは少なくとも自分は感じているんですよ、やっ

ぱりこれ以上の数が多分いると思います。そういう中で、実績としてはもっと増やすような

方向でやった中で、農業関係者、いろんな方に働く意欲というものを持ち続けるような方策

をしていきたい、そう考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町の駆除計画等含めて、10年間で見たら７倍ですよね。1,000頭を

超えている。ただ、２つの視点から申し上げますと、平成29年度、下田は1,710頭、河津が

2,068頭、南伊豆が1,814頭、松崎が1,481頭、西伊豆が2,284頭、これは管理捕獲も入れてで

すよ。県が持っている全てのデータがこの状況なんです。だから、うちの町が1,119頭、そ

れは10年前から比べると増えたんだけれども、しかし、賀茂郡のこの１市５町で見ても決し

て多くないんですよ。これが一つの取り組みとして、まだまだ農業者また町民から苦情が出

てくるというのもいたし方ない部分があるのかなというのは一つあります。 

  もう一つ別の視点で考えますと、これは県がまとめた資料で、当然、広域連携会議等で担

当課の原課のほうは持っていると思いますけれども、例えばニホンジカなんかの生息密度な

んかを見ましても、４調査地点合わせただけでもう250頭ぐらいですよね、データで増減が



－147－ 

出ているけれども、遠笠山周辺、浅間山、細野また万二郎、それは相当奥ですけれども、こ

れらの４調査地点で減少している部分もあるけれども、ここの４カ所の合計を足しただけで

250頭のシカがいる。 

  そこで、今考えるべきは、町長言ったように、まだという部分で言うとそうなんだけれど

も、この有害鳥獣の生態の問題がそこにあると思うんですよ。例えばシカの場合250頭、も

っといるというふうに思うんですけれども、その８割ぐらいが繁殖可能だよと考えると200

頭から220頭ぐらいが繁殖可能だと、その半分でいけば110頭あたりが毎年子供を産んでくる

と、こういう繁殖状況なわけですよ。ただ、シカの場合かなり動いているので、先月の末に

勝俣議員が来て、伊豆市であったシンポジウムの中でも、今、伊豆全体でシカについては３

万頭で、たまたま私の後輩が県から委託された調査なんかにかかわっていまして、天城山系

でも２万頭はいると。ただ、一時からすると大分減ったよというふうな見方はしていますけ

れども、ただ、天城山系２万頭ということは、８割が繁殖可能であれば、年間でいけば

8,000頭が毎年増えるという状況になるんです。 

  県のデータですと、平成29年度、シカだけで考えると、管理捕獲を含めた賀茂郡全体の捕

獲数は7,034頭、当然これに伊豆市田方の東部農林関係のほうで、伊豆市、伊豆の国市また

函南なんかも駆除しているから、当然これもっと増えるんだけれども、しかし、シカだけ見

たってこういう状況なんですよ。イノシシなんかの場合で考えてみれば、100頭いて80頭が

もう繁殖可能だよということになれば、その半分で40頭が４頭を出産をするということで考

えると、もう１年で160頭も増えると。149頭というものを捕獲をしたとしても、100頭いる

ということだけではないですよね、もっといるでしょう。そうすると、単純に考えると、こ

の今ある状況というのは、149頭ぐらいであれば、どんどんイノシシも駆除しなきゃならな

いやつが増えていると、こういう状況が実態としてあって、だから我々町としての取り組み

も一生懸命やってきたけれども、まだ被害の声や悲痛な声が聞こえてくるというのは、この

生育の実態からすると、まだまだこちらの取り組みが足りていないというところが一つの問

題ではないかというふうに思うんですよ。 

  そこで、先ほどの答弁聞いていましても、いろいろ捕獲機材等があるんだけれども、まだ

全部が活用し切れているわけでもないと。これはどこに問題あるのかなというのはいろいろ

あるんだけれども、私は、やっぱり駆除の実施隊とかを設置するというようなことも選択肢

としてもっとあってもいいんではないのかなと。事実、町長はそれは原課のほうから聞いて

いると思いますけれども、令和元年度で言えば、下田、松崎、西伊豆はそういう隊を結成を
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して取り組みをすると。うちの町よりもとっているところでさえ、今もうそういうことをや

らなきゃならない。それは何かというと、先ほど町長言ったように、猟友会のほうも今中心

が65歳から75歳ぐらいの70を前後した人たちが中心で、もう65歳以下というのは本当に数数

えられるよというようなレベルの中で、やっぱりこの時期に、今やっておかないと大変だよ

と。この５年間を見通してみたら、この猟友会の会員たちがもっと年をとっていけば、もっ

と狩猟をする方は減っていくし、逆に農家のほうは、前から言っているように、高齢者が今

やっとミカンつくったりしているんだけれども、70代後半、80代の人が生産をやめれば、も

っと爆発的にこの被害が拡大する恐れがあるので、下田や松崎や西伊豆というのも、今東伊

豆以上にとっているんだけれども、この先の展望を考えると、今力いっぱいとり切っていか

ないと、被害というものを将来にわたって減少させることができないというような状況では

ないのかなと。町長、この辺どう思いますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今言ったように、これイタチごっこで、とってもどんどん増えていく、

そういうのが現状と考えております。それなので１市５町の広域で取り組みましょうと、一

応私が提案いたしました。これは１つの町、１つの市ではどうしても有害鳥獣に対しまして

は町境、市境がないもので、要するにこの発端は７市６町のときに伊豆市さんが、うちの町

ではシカが減っていると言ったんですよ。そのシカはうちのほうに来ているんですよ、はっ

きり言いましてね。境界なもので、いざ危ない場合もこっちへ来ちゃいますものでね。そう

いう中で１市５町でやるというのを今検討しております。 

  それで、臨時の駆除隊、その関係につきましては、今、町は猟友会さんにお願いしており

ます。猟友会さんの関係を壊さない中で構築していかなきゃならんと考えておりますもので、

それはまた話をさせていただきまして、やっぱり町としてもそういうことをやった中で、猟

友会さんもうまい関係を結んでいきたいと考えておりますので、それを雇用したことによっ

て、またいろいろな関係がどう変わってくるのかわかりませんが、その辺ちょっと原課から

聞いた中で、できればまたそういうことをしなければどんどん増えていくばっかりだし、ま

た猟友会の高齢化というのは一番の問題ですから、その辺は考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 伊豆半島の６市６町とか、いろいろ枠組みの中で考えても、伊豆市、

伊東市、伊豆の国市、下田、松崎、西伊豆また函南、そうしてくると本当にやってないとい
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うのが、今隊をつくっていくという点で言うと、河津と東伊豆がちょっとおくれているよと

いうところがあるわけですよね。本当にそれでいいのかなという部分と、同時に、町長言っ

ていました報奨金の問題もありますよね。これは、うちの町は賀茂郡下では一番安いですね、

はっきり言ってね。だから、農協が2,000円の下駄を履かせてくれているんだけれども、そ

れでもサルとかイノシシとかというのは、下田や南伊豆というのは交付金の活用も含めてや

っていくから、全体として高いわけですよ。この部分でも、やっぱりちょっとおくれをとっ

ているものというのはあるんではないのかと思うんですよね。 

  この辺も含めて、真剣に取り組みをやっていかないといけないのかなと。そうすると、猟

友会の会員さんに頼るんだけれども、やっぱり受け身で被害が出て猟友会さんのほうにでは

なくて、例えば独立行政法人の森林総合研究所の方の論文の中で出てきたんだけれども、岩

手県なんかは被害が出たという情報を全部各市町プールして、当然サルにしたって、イノシ

シにしたって、シカにしたって彼らはそこでえさを食べれた場合は、また翌年そこに出るわ

けですよ。だから、そういうデータ、いわばビックデータみたいな形で、ここへ出てきたね

といったら、ではその前にそこにわなを仕掛けて、当然効果的に捕獲もするし、被害を未然

に防ぐ、こういう取り組みもデータを活用して、ただ農家の人たちも、出た出た、問題だ、

大変だ、大変だというだけではなくて、データを町が集積をして、それを活用して捕獲も、

被害が出る前に対処できるような取り組みをする上でも、私は実施隊というような人材の活

用なんかをしないと、今まで何かあって被害が出たから、では猟友会頼みますというんでは、

事終わっちゃっているわけだから、効果的に、なおかつ被害を出さない形で対応するために

は、やっぱりこういうデータを農家の方々に、今までシカが出たよ、イノシシが出たよとい

うデータの集積も含めて、そういうものの活用もして後世的に被害を出さない取り組みとい

うものが必要だし、高齢化してくる猟友会だけでは対応し切れなくなる。既にもうあと何年

先にはし切れなくなるという時代だと思うので、今町長言われたように、広域でもいいと思

いますよ、逆に農協さんも含めてね。関係するところがそれなりにお金を出し合いながら、

ある程度カバーをしていくというような部分は必要ではないのかな。そうしないと、量的に

も質的にもこのままでは被害を減少させるという取り組みにはまだちょっとほど遠いのかな

というふうに思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 現状につきましては、原課から知らせたいと思います。データの共有

化、これは絶対必要だと思いますもので、とりあえず１市５町で有害鳥獣をやっている中、
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共有した中で今山田議員が言ったようなことをやっていきたいと思います。昔、河津さんと

一緒にやったものをなくしまして、今単独でやっておりますもので、その辺はまた河津とも      

やっぱりそういう情報の共有化というのは絶対必要だと考えておりますもので、それはこれ

から対応していきたいと思います。 

  今の取り組みについては原課のほうからさせます。 

○議長（村木 脩君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） 今のお話ですけれども、１点だけ訂正させていただきたいの

は、実施隊につきましては駆除の実施隊ではなくて、鳥獣害の保護に関する法律に基づいて

設置をします被害対策の実施隊を下田も松崎も西伊豆町も今年立てたということで、これが

ないと交付金がいただけないことがありまして、うちの町も今準備をしています。１市５町

でこの取り組みを一緒に始めましょうと。それから、報奨金の問題も、行政境でやはり動い

ているものをとるに当たって、ばらばらな状態はどうなのかということも１市５町でまとめ

てやっていこう。当然、猟友会についても、賀茂の分科会という形でありますので、後継者

不足、高齢化している問題についてもみんなで行き合えるような条件というんですかね、そ

ういうものをつくっていけば、あそこの山だから、こっちの領域は入れないとかという、昔

のそういうものはだんだんなくしていくことによって、広域で対策をしようという形で、去

年の12月からこの会議は始めていますので、御理解ください。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 単独でやるのが難しい場合は、やっぱり広域を含めて検討されてい

くということなんで、ぜひ実施隊の部分も、報奨金の部分もぜひ検討いただくと。 

  もう一つの問題は、これは鳥獣害の被害という点からするとちょっとずれている部分で言

うと、サルの問題があるんですよ。最近、やっぱりサルの状況、例えば稲取で考えても、も

うここからすぐ見える向井のお寺の上あたりまでは来ているし、昔の一望閣の辺から水下、

愛宕さんの辺にもいるし、入谷でも山の神様向こうのほう、今まで河津との境あたりをちょ

ろちょろしていたのが、今もう集落にほとんど入り込むようになってきているんですね。そ

うすると、これ当然わなではなかなかとれなくて、箱わなでとれるかどうかというんで、天

王さんの辺なんかに設置したりしたときもありますけれども、なかなか簡単にはいかない。 

  ただ、町民への被害、また怖さという面からすると、この追い払いも、これはもしかする

と厳密に役場のほうを縦割りに考えると、もしかすると住民福祉課だなというふうには思う

んだけれども、町民が非常に被害を得たり、また家庭菜園などのそういうところでの影響と
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いうのは結構出ていて、私は非常にその点では有効なのが、原課が持っている電動ガン、追

い払いについて言えばロケット花火よりも、あの電動ガンが一番効果があるわけです。 

  調べてみると、相変わらず白田でも、片瀬でも、ほかでもサルの出没する例というのは

多々出ていて、そういう点で言うと民家への影響を食いとめるという点では、これらの電動

ガンなんかの保有というものももう少し増やしていただいて、追い払いをしていただかない

と。できればゾーンで、生活エリアのほうに入ってこないように何軒かのところで駆除して。

サルなんかも痛い思いをすれば、そこへは二度と来ませんから。実際、唐沢で電動ガンが当

たって来なくなったという家はあるわけでね。そういう点では、農産物の問題もそうだけれ

ども、特に生活エリアに出没してきたサルなんかについては、やっぱりこういう電動ガンの

装備充実というのも必要かなというふうに思いますけれども、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） サルに関しましては、私も通勤途中で唐沢のあたりで、ああ、いるな

なんて見ます。そういうことでは情報を町にやってもすぐ逃げちゃうもので、難しい。一時、

数年前、天王さんですごいサルがいたんですよ。真剣になって、町と一緒になって鉄砲出し

てみようかと、鉄砲という空気ではないもので、それは警察が絶対許可しなかったもので。

何とか町民に被害が出ないうちにそういうようなことをやりたかったんですけれども、それ

はやっぱり法的なあれでできなかったんですけれども、電動ガンが有効ということを聞きま

したので、これは少し考えていきたいと思います。 

  そのとき、この辺に耕作放棄地があるということがまた課題でありまして、その耕作放棄

地も解消することをやっていかないと、これはなかなか。そんな問題と考えておりますので、

その両方の面からまたまちづくりをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、観光振興計画についてを許します。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） ２点目に観光振興計画についてお聞きします。 

  昨日から観光の問題、非常に町の基幹産業ということで皆さん大変心配をされているとい

うふうに思います。私も基本的に、この20年、10年見ても、どういうスタンスで見てもお客

さんが減り続けるということについては非常に厳しいものを感じていますし、時代の変化、

またお客さんのニーズにどこかで対応できないのかなというような思い、そういう中で、あ

る意味、うちの町、また施設がお客さんに選ばれていないというものについては、非常に厳
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しいものを感じております。 

  その中で、２点お伺いしますが、観光振興計画を作成したんだけれども、この実施状況と

いうものについては今どういうふうな状況になっているというふうにお考えか。 

  私は、現在ある観光振興計画については点検ないし見直しをすべきではないかなというよ

うな考えを持っておりますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、観光振興計画については２点からの質問になって

いまして、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、観光振興計画については、町が策定する計画の性格上、観

光における幅広い内容において網羅的にあるべき姿を想定し、具体的な課題を記載しており

ます。このため、稲取漁港の周辺整備や細野高原すすきイベントなど、実現または実施した

施策もございますが、その多くの課題は財源また人材また人手等の問題から積み残されてい

るのが現状でございます。 

  次に、２点目についてですが、現在の観光振興計画は令和３年度が最終年度になっており

ます。策定の際には、過去に例のなかったインターネットを使ったアンケート調査や、実際

に当町を訪れた観光客からのアンケート調査、さらに観光産業の関係者からのヒアリングを

行うなど、当町の観光の現状や課題を整備する上で一定の役割を果たしてきたと考えており

ます。 

  しかし、観光産業はその大部分を民間の経済活動が占めていることから、行政が策定した

計画でその活動をコントロールするのは極めて困難であることや、また策定当初には想定し

得なかったインバウンドの進展など、短期間で目まぐるしく変化する社会情勢に柔軟に対応

する上で、観光に関して行政が策定する計画が必要不可欠なのか、あるいはまた関係者の共

通認識を醸成するための別の方法があるのかなどについて検討する必要があると考えており

ます。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 今ある観光振興計画というのも、ＪＴＢの方やいろんな方に入って

いただいて、これからこういう町の方向に行ったらいいよねという一つのプランを描いたわ

けですよ。昨日来、いろんな形で何が問題なのかいろいろ、それぞれ思うところはあると思

うんだけれども、ただ、昨日もちょっと出ていたように、入湯税なんかも含めてどうするん
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だという議論も今出てきた中で、一体どこに何が問題なのかというのを厳密にとらえるとい

う意味で言うと、町として誰か声の大きい人が言ったことが正しいんではなくて、町として

こういう方向を向いて基本整備してきたはずで、それは行政は行政の役割を果たし、民間は

民間でそういう方向に向かったよね、そのことが一体どこまでできたのか、できなかったの

か、そういうことをしっかり総括していかないと、ただ新しいお金が入って、何かをやれば

いいということには、私はならないと思うの。 

  だから、やっぱり計画をつくったんだから、その計画がどう進んだのか、どう進まなかっ

たのか、それは何が原因だったのかということは一番やっていく必要があって、そういう点

で言うと、令和３年からということになるんだけれども、今町長が言わんとしたところで、

インバウンドの増大もある。読んでみると、基本的に、まだ策定した段階で言えば、人手不

足だとか、そういう問題というものはそんなに考慮していないから、おもてなし、おもてな

しということがいろんなところに出てくるけれども、実際、中規模・大型規模でいけば、も

うほとんどサービス係なんていうのも派遣に頼らざるを得ないような状況になった中で、今

この計画のままいかないよねというところに来ているんではないかなと。 

  そうすると、今どこまでいったのか、どこまで民間も努力してくれたのかなとお互いが共

通認識をつくる上では、この振興計画が一番土台になって議論をしていかなくては町として

はいけないのではないかなと。その上で、振興計画自体がどこに問題があったのかというこ

とも、次期計画を構想する段階で考えていかなければならない。 

  改めて私は読んでみて思ったんだけれども、インバウンドのことも書いてはあるんですよ

ね。今ほどになるということまでは書いてないけれども。ただ、ニーズの変化の中で一番自

分が感じるのは、それ以前の時代、旅館が選ばれていた時代、名前を出して申しわけないけ

れども、銀水荘だとか稲取だとか、かつてあった観光ホテルさん、望水だとかプリンスホテ

ルとかいろんな旅館がお客さんから選ばれた時代というのがバブル時代だったんではないか

なと。ただ今は、食べ物であり、体験であり、個人の教養とか、いろんなものを考えてくる

と、旅館という点ではなくて、東伊豆町とか、この伊豆半島東海岸とかというエリアの魅力

でお客さんがその観光地を選択されていくのかなと。そういう感じというものを特にこの計

画の中には言葉では書いていないけれども、その点からエリア、ゾーン自体での整備をして

いかないと、お客さんに選ばれないんではないかなというものを、改めて目を通してみると

感じるんです。 

  そういうことだからこそ、この見直しを私は早くやっていくということが今必要になって
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いるんではないのかなと。いろんな形で何を整備していくのかというのも、声が大きい人の

ことが正しいとは限らないので、やっぱり基本はこういうものの点検、総括をしていく中で

問題点をピックアップして、次期計画をしっかりと策定するということから次を出発してい

かないと、これをつくった意味がなくなっちゃう。せっかくいろんな方々に意見出してもら

ってまとめてきたわけだから、これを土台にこれからの観光の進み方として、民間がおくれ

ているならおくれているところを応援するところがあるのか、しっかり考えていかないと次

の観光の復調というものは期待できないんではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この観光振興計画も25年３月に策定された。このキャッチフレーズは

私はいいと思うんですよ。確かにそういう中で、時代が５年もたったもので、見直しは当然

必要と考えています。そういうのもやっぱり早くやるべきだと私は思います。 

  それから、確かにエリアが中心になってきましたけれども、昔の有名旅館を当てにして来

る人もいますもので、両方やっていかなければならないと考えています。エリアだけだと稲

取温泉には銀水荘があるというと、ああ、そうかと言ってくれますし、稲取温泉は稲取荘が

ある、固有名詞出して申しわけないですけれども。そういう中で、エリアと同時にそういう

ところも一緒になった中でやらなければならないと考えております。基本的には東伊豆町エ

リアの中ですばらしいものがあることは、これは基本でございます。 

  そういう中で、この計画は大変すばらしい、その中でまた見直しをＰＤＣＡをやった中で、

これは早急に見直しさせた中で、時代にそぐわないものでもやっていけますと考えておりま

すので、御理解願いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 僕思うんですけれども、老舗という言葉は適切かどうかわかりませ

んけれども、やっぱり老舗のところというのは絶えず時代に合わせてイノベーションしてい

くというのか、新しいものを提案をしていくことで生き延びてきているんですよね。旅館も

そうだけれども、ある面、町もそうなんですよね。昨日も草津の話なんかも出たりしました

けれども、そういう町だってそうですよね。城崎や何かにしたって、また湯布院だとか名立

たるところというのは、施設も努力はしているんだけれども、町も努力している。 

  私が勤めていた時代なんかよく言われたんですけれども、新しい旅館つくった、でもその

効果って２年とか５年ぐらいで色あせて、お客さんが何回か来ていただくうちにそれは色あ

せてくる。どうしても旅館というのか、観光地というのはそういう部分があって、絶えずき
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れいにもし、新しいものをお客さんに提案できるような形にイノベーションしていくという

のか、自分たちがみずから改革していかないと生き残れないと。観光というものはそういう

世界なんではないかなというふうに私は思っていまして、旅館も努力するんだけれども、私

たちが持っている東伊豆の東海岸というエリアでも、お客さんの要望を満たす、また本当に

期待に応えられるような整備というのは必要になっているではないかなというふうには思い

ます。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 何といっても、今は自然ですよ。やっぱり自然を生かした中でまちづ

くりをやっていく。細野高原も大変すばらしいロケーションですから、基本的にはなるべく

電気自動車をやりたいなと。自然と調和した中で観光地というものをやっていかなければ、

今の観光客のニーズには対応できないと考えております。宿泊施設のおもてなしとか、それ

は気持ちがね、リピーターが多いですよ。そういうおもてなしの心って、それは旅館さんに

やってもらった中で、町としては自然を生かした中での誘客、これは今後とも進めていきた

いと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、レインボーディスコの後援についてを許します。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） ３点目に、レインボーディスコの後援についてお聞きします。 

  ４月の後半に、町のクロスカントリーコースを使ってこういう民間の企画が持たれたわけ

なんですけれども、その点について４点お伺いします。 

  実施された企画の状況はどういうものであったのか。 

  ２点目に、町の後援による人的・物的な支援サポートというものはどの程度なされたのか。 

  ３点目に、天候が悪かったという部分があるんですけれども、非常にクロスカントリーの

コースが荒れました。その修復についてはどのように対応されたのか。 

  ４点目に、結果として、事業者から町に支払われた金額というのはどういう金額なのか。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、レインボーディスコの後援については４点からの

質問になっていますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、レインボーディスコクラブはキャンプイン可能な野外音楽

フェスで、去る４月27日から４月29日の３日間、クロスカントリーコース内芝生広場をメイ
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ン会場に開催されました。 

  内容は、野外の特設ステージが午前10時から午後９時まで、町民体育センター内の特設ス

テージが午後８時から午前零時までで、国内外のアーティストがＤＪを中心とするパフォー

マンスを披露しました。また、会場内には小さなお子さんが遊べるスペースなども運営され

ており、家族で楽しめる企画内容となっております。 

  次、２点目についてですが、町のサポートについては、開催中は観光商工課を中心に、１

日当たり15名前後の職員がクロスカントリーコースを歩く方への対応、また稲取からの輸送

についてサポートに従事いたしました。また、町が所有する椅子やテーブルを貸し出してお

ります。 

  次に、３点目についてですが、今年はイベント開催中に雨が降ったこともあり、クロスカ

ントリーコースや新グラウンドがぬかるみ、荒れた状況となりましたが、主催者が町内業者

を手配して修復を実施済みであります。 

  また、芝生広場につきましては、農林水産課が年間を通じて実施している維持管理業務の

一環として補修を行うこととなっております。 

  次に、４点目についてですが、事業者から町に支払われる金額は、条例に基づく施設の使

用料10万8,660円となっております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） この３日間の企画で、伊豆新聞なんかによれば6,000人とか、何千

人来ただとかという部分もあって、当然コンビニやマックスバリューで買い物したとか、い

ろいろな部分もあったり、飲食店へ行ったとか、見高入谷温泉のほうへ運んで、見高入谷温

泉が大変助かったとか、いろんな経済効果もあるんでしょう。ただ、どうなんでしょうか、

今のお話聞いていると、人的なサポートという点で言うと、観光商工課を中心に15人、特に

町のマイクロバスを使っての部分で言えば、２台のマイクロバスが夜の10時ぐらいまで、駅

と会場のあれをしていましたよね。夜通って見てるんだから、役場の人間がいて。観光課の

人間が立って案内したりしているんですよ。夜の９時、10時ですよ。それだけやって、民間

事業者がやったやつから条例で10万円、ちょっとおかしいんではないのっていう気がします

よ、これ自身で言えばね。 

  だって、荒れたクロスカントリーコースの修復というのは当然のことで、それはやらなき

ゃならない。キンメマラソンのときに、確かにでこぼこしたところは直ってはいましたけれ

ども、そこに写真もありますけれども、あの状況を考えると、やっぱり芝生自体は全然戻ら



－157－ 

ないような状況ですから、芝生の張りかえだって、上のほうがクロスカントリーのスタート

コースのところですよね、下のところはツリーハウスの前の広場の子供たちが遊ぶところで

すけれども、相当わだちができて、もう芝生は枯れているような状況でしたから。本当はち

ゃんとそれを原状復帰させるというのが必要ではないかと思うし、町がいろんなことをやる

という中でも、民間の事業者の事業に対して15人の人間が、当然その前後という準備、片づ

けの段階を含めたら、その前後もいろいろと、３日間が15人ではないとは思うけれども、そ

ういう人間も使い、町のマイクロバスで駅からの送迎もして、それは東海バスや何かの配車

状況がとれなかったとかあるんだろうけれども、そうだとしたら、それに見合うだけのお金

ってもらう必要があるんではないですか。 

  観光商工課の皆さんは、ゴールデンウイークの３日間なり５日間、下手すると使って、代

休ですという話ですか。これは町の例えば町民大会だとか、クロスカントリーとか、何かの

事業とやっぱり違うではないですか。誘致してやってくれと言っているのかもしれないけれ

ども、これだけの民間の事業者が１万5,000円ぐらいのキャンプ代なりを払ってやって、民

間の事業にこれだけサービスをして、これだけの人間が無償で出て、もらう金が10万幾らと

いうのは、ちょっと僕は一けた違うんではないかなと。本来、こんな民間の事業者がやった

部分であれば、有休ではなくて休日出勤手当を払うぐらい町がもらったっていいんではない

ですか。僕はそう思いますよ。すごくそれはおかしいですよ、対応として。 

  もう一つ、これおかしいなというか、やっぱりちょっと足りてないなと思うのは、クロス

カントリーコースって町民の皆さんが本当に日常的に歩いたり、活用されているではないで

すか。こんなにひどい状況ができたのに、利用する人たちに、これちゃんと修復しますよと

かというメッセージは町のほうはないんだよね。だから、日ごろ本当にあそこを歩いて利用

する人たちからすると、本当におめえらよと。民間の業者の金もうけで、こんなに俺たちは

いつも楽しみにしているクロスカントリーコースが使えなくなるような状況になって、こん

なに傷つけられても、修理をしますの看板を一つ出すぐらいの配慮って、大勢の方が利用し

ているということを考えたら、僕はそのぐらいの心遣いというのは当然ではないかなと。何

も利用していないところへやれというんではなくて、大勢の方が利用しているんだから、町

も、こういうわけでちゃんと使用した業者が修復しますと、ご迷惑おかけしますという一言

ぐらいあってしかるべきで、終わった後歩きにいった方々はあの状況に本当に心を痛めてい

ましたよね。おめえら、何であんなところに貸すの、何であんな形で返してもらってるのと。

その上こんな値段を聞いたら、とてもではないけど真っ当な公園なのというふうに私は言い
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たくなるんですけれども、どうですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは山田直志議員との見解の相違でございます。確かにこの状況に

なった中で説明しなかった、それは落ち度があると思いますよ。そういう状況説明は現場に

おいて説明してもよかった。 

  しかし、この費用対効果、経済効果すごいですよ。基本的にはもう6,000人来た、外国人

は半分以上ですよ、３割。それをみんなＳＮＳでこの町の情報発信してくれるんですよ。こ

の経済効果って本当にどのぐらいになるかわかりません。そして、タクシーの運転手も喜ん

でますよ。この事業によって町の経済も活性化していくから、この事業はどんどんやってく

れとかね。そして区長さんたちも、いい事業だ、これはどんどんやってほしいということも

言っておりますよ。 

  そういう中で、お金をもらうじゃなくて、お互いにフォローし合ってこの町の活性化をす

るためにやっております。観光商工課で10時までやっているのは聞きました。それは果たし

ていかがなものかと。これは果たして代休でいいかどうか、それは検討していきたいと思い

ますけれども、この事業に関しましては、それなりの町に対する経済効果があると考えてお

りますので、そういう不備なところは改善いたしながら、これをよりよい方向で今後の東伊

豆町の活性化に生かしていきたいと考えておりますので、その辺は御理解を願いたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） 観光商工課の対応についてでございますが、夜間の分につき

まして、日中については代休という形で処理をしております。１日の代休以外の部分につい

ては、時間外手当を職員に支給をしております。 

  このイベント、これに限らないんですが、観光商工課のイベントに対する対応についてで

ございますが、観光商工課とすると一つ一つの個別の事象というよりは、このイベント全体

が町にとってどういう意味があるのか、総合的な損得勘定を考えながら対応しております。 

  今の町長の答弁からもございましたが、このイベントが性別、年齢、国籍、人種、そうい

うことにとらわれず、幅広い方がスタッフ、招待客を含め2,940人の方が、そのままふだん

うちの町を訪れる客層と違う客層の方がうちの町を訪れていただいて、３日間楽しんでいた

だいたということについては、これはお金にかえられない価値があるんではないかなという
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ふうに考えております。 

  また、今回は主催者の行為によりまして、東伊豆町の方にはこのイベントがどういうもの

か知っていただきたいということで、事前に観光商工課のほうにご登録をいただいて、現場

で免許証等でうちの町に住んでいる方だというのがわかった場合には、これ２万円チケット

かかるものですが、無料でこのイベントを見学していただきました。 

  今回については、100人ほどの方が無料でこのイベントを見学していただいたということ

になりますので、チケットの価値でいうと200万円ほどの向こうからの御支援というか、御

協力があったということと、先ほどのクロスカントリーコースを歩いている方、これ毎年の

イベントでも５回目ですので、大体、毎回歩いている方はいろいろ思うところもあって、自

分たちも現場で行き合うといろいろ言われることもありますが、その100人見学していただ

いた方の中の多くは、うちの町でこんなにすばらしいイベントが開かれるのであれば、来年

もぜひ来たいので、必ず来年もやってくださいというような方もたくさんいましたので、い

ろいろな立場の方のいろいろな見方によってイベントいうのもいろいろな評価があるのかな

というふうには思いますが、観光商工課とすると、町全体の損得勘定、そういうことを考え

て対応しております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 全て代休だけでなくてよかったと思いますけれども、しかし、本当

にバスの送迎なんかは夜10時ぐらいまでですよね。臨時職員なりの人がやる。だから、今ま

でのちょっとイベントのサポートとは質的にも違う、本当に役場総がかりみたいな形の企画

になっちゃっているではないですか。僕はそういう点で言えば、少なくとももう少し─経

済効果もあるんだとするということも評価はしますけれども、しかしそうだとしても、民間

の事業者がやっていることに対して、これだけ町がやらなきゃならなかった、本来、東海バ

スや何かが確保できればやらなくてもいいことまで全部、町の車も出して、人間がやってい

るわけだから、こういうところは民間事業者だということであれば、少なくともマイクロを

東海や何かにバスを借りた借り賃分ぐらい出したっておかしくないんではないですか。当然

業者だってそのぐらいの見積もりは持っているでしょうよ。サポートでいい部分と、本来、

業者が自分たちで手配しなきゃならないやつが手配できなくて、そこまで肩がわりして民間

の事業に対してやるんだったら、やっぱりきっちりと。当然、彼らだってそれだけの予算立

てはしているんだろうから、その部分はちゃんと対価として受けるべきで、そうでなかった

ら、幾ら経済効果がある、経済効果があると言ったって、やっぱりそれは長く続かない。絶
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対それはおかしいですよ、こんな３日間、夜の10時ごろまで、たしかマイクロ２台がもうピ

ストンでやっていて、こんな職員の働かせ方なんかないと思います。臨時職員の方なんかは

ある程度報酬はもらったというふうに。バスだって３日間使ったりしているわけですから、

そういうところはシビアでもいいんではないんですか。 

  いろんな状況連絡や何かで観光課の職員が現場に行って見てサポートしているという部分

は、これはその一つの業務かもしれないけれども、ただ、あんなに民間のバスが借りられな

かった代行を町のマイクロが出て、あれだけ働かせる分なんかは、当然、民間並みにお金を

請求したって何も悪いことはないと思う。もらわないことのほうが、町民からすれば、金が

ねえ、金がねえと言っているのに何をやってんだと。最低限のものはもらえよと、こういう

話になるんではないですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） すみません、私どもの認識不足で、マイクロが10時まで３日間走った

こと、ちょっと今初めて聞いたもので、これは私もいかがかと思います。やっぱりそこはち

ゃんと話し合った中で、今回、経済効果云々の中でそういう融通をしたと思いますけれども、

今度は自分を含めた中で、当然そういうことは言ってもいいと考えておりますもので、それ

はある程度のことは来年に向けての反省材料として、それはやっていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第４問、防災情報システムについてを許します。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 防災情報システムについてお尋ねをいたします。 

  同報無線の整備の進捗状況と多重化対応の取り組みについて、町としてどういうふうに進

展を図っているのか、その点をお伺いします。 

○議長（村木 脩君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、防災情報システムについては２点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、第１点目についてですが、本年度、役場及び浅間山中継局のアナログ無線装置をス

プリアス対応の無線装置への入れかえと、屋外子局スピーカー70局のうち各地域のメインと

なる15局を老朽化した柱、スピーカーの入れかえを実施する計画で、先日、業者との仮契約

が完了し、本定例会で追加議案として提案させていただく予定で進めております。 
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  次に、２点目についてですが、本年３月の同報無線の操作卓更新にあわせ、雨、風により

屋外子局スピーカーの音声、町からの情報が伝わりにくいという問題を解決するため、スマ

ートフォンにアプリをダウンロードすることにより同報無線の音声を配信するシステム「コ

スモキャスト」を導入いたしました。 

  また、スマートフォンをお持ちでない住民の皆様への対応といたしまして、テレビ画面に

町の情報を伝達するシステム「テレビプッシュ」の導入に対して補助制度を創設し、住民の

皆様がシステムの導入がしやすいように制度を整備いたしました。 

  現在、４月の区、町内会の総会、防災研修会、町内回覧でのチラシ配布、熱川地区町民体

育大会での女性消防団員による配布など、住民の皆様に周知されるよう、担当課において広

報を行っております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） そのとおりだというふうに思っていますけれども、特に多重化の取

り組みで、ちょっとそこのとこに張り出したのは、右側の上のやつは、ちょうどこの間の土

砂災害の訓練のときに入谷地区が重点地域だったということで県の方も来て、そのときに配

ったやつ、その下は、４月の広報ひがしいず、消防団の下のほうにちょこっとある。書いて

あることは僕は間違いないと、間違っているものは書いていないと思います。ただ、町長は

前からこの防災問題で、一人も犠牲者出さないように対応を取り組んでいくんだというよう

なことをたびたび言われてきた。そういう中で、この同報無線、スピーカーから流れる情報

以外に、この情報が大事だよということが見た人に伝わりますか。 

  区の総会にも、入谷にもＩＫＣの方いらっしゃいましたけれども、みんなＩＫＣの営業に

来たというふうにしか思ってないですよ。だから、本当に多重化で、雨や風があって放送で

情報が得られない、そういうことが今あるんだよ、気密性が高くなってあるんだよと。だか

ら、これ入れてねという熱意がはっきり言って感じられますか、これ。これではやっぱり足

りないんではないかと私は思いますけれども、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、山田議員からこの説明会にそういうようなこともあったと聞き

ましたもので、それは職員がいなかったと聞いておりましたもので、やっぱりＩＫＣさんは

そこまでは多分認識がなかったと思います。町といたしましては、それだけのあれですから、

１件でも多く加入してもらいたいのは現実でございますから、それで今度は職員も一緒に行

った中で、この必死さを伝えていきたいと思います。 
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  自分は、ちょっと県のやつが入谷区のときに来て、これを説明したと。そうするとうちの

町もコスモでやってるですよ。これが入ってくると、また混乱するもので、私たちも混乱す

るもので、県の気持ちはわかりますけれども、一応、町としてはこういう方式でやっている

もので、こういうものがあるという中でとめ置いてもらいたいなと。町はコスモキャストと

テレビプッシュをやっておりますもので、また県の情報が混乱すると困りますもので、その

辺はまた町民の皆さん方には徹底して周知していきたいと考えておりますので、御理解願い

たいと存じます。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 間違ったことは言っていないんだけれども、私なんかちょうど今班

長やっていまして、もっと町のほうからも各世帯にアプリを導入してくださいよ、またテレ

ビプッシュを導入してくださいよと、そういう呼びかけまで僕らにあるのかなと思ったら、

そんなことはないわけですよ。本当に町として、情報をちゃんと知ってもらおうという気迫

とかやる気が今の状況では感じられてこない。そこはぜひ改善してください。そういうこと

をお願いだけしておきます。 

  以上で終了します。 

○議長（村木 脩君） 以上で14番、山田議員の一般質問を終結します。 

  ここで、２時15分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第３４号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（村木 脩君） 日程第２ 議案第34号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 
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  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第34号 東伊豆町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、条文の整備及び国民健康保険

税の見直しを図るため、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明をいたさせますので、よろしく御審議を

お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（齋藤和也君） ただいま提案されました議案第34号 東伊豆町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  改正内容につきましては資料により説明させていただきます。 

  最後のページ、議案第34号説明資料をごらんください。 

  地方税法等の一部を改正する法律が平成31年３月29日に公布され、国民健康保険税の課税

限度額の引き上げ及び軽減判定所得が見直されたこと、また平成31年度国民健康保険税の税

率について、東伊豆町国民健康保険運営協議会に諮問し答申を受けたことに伴い、町条例の

改正を行うものです。 

  それでは、改正内容を説明させていただきます。 

  １点目、課税限度額についてですが、国の改正状況を表にお示しいたしました。平成31年

度の改正で、基礎課税分が58万円から61万円に引き上げられました。この改正については令

和２年度からの適用を考えております。 

  ２点目、軽減判定所得の見直しですが、軽減の対象となる所得の基準が５割軽減について

は27万5,000円が28万円に、２割軽減の場合は50万円が51万円に引き上げられます。 

  ３点目、介護納付金分の税率の見直しですが、所得割について2.1％を1.9％に、均等割に

ついて１万円を１万4,000円に、平等割については廃止にします。 

  附則ですが、１項、この条例は公布の日から施行し、平成31年４月１日から適用します。

ただし、第２条第２項及び第20条第１項の改正規定、これは先ほど説明いたしました１点目

の課税限度額の引き上げの部分となりますが、こちらについては令和２年４月１日からの施

行となります。 



－164－ 

  ２項、改正後の東伊豆町国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以降の年度分の国民健

康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例によ

ります。 

  なお、お手元に東伊豆町国民健康保険運営協議会答申書の写し及び新旧対照表を添付いた

しましたので、御参考にしていただきたいと思います。 

  以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） この内容を見ますと、かなりの部分では保険料が減額するという方

向になるんではないか。いわゆる一部の限度額の世帯を除くと大半が安くなる方向かなとい

うふうに見られるんですけれども、そういうふうに解釈していいですか。その場合、負担が

増えるのは限度額世帯が100何件あるかと思うんですけれども、それ以外の世帯は、この提

案ですとほとんど安くなるというふうな理解をしてよろしいですか。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（齋藤和也君） 限度額につきましては、試算によりますと２世帯程度の

影響があると思われます。 

  そして、軽減判定の見直し、これは5,000円と１万円程度なんですけれども、こちらにつ

きましては５割軽減につきましては６世帯、２割軽減につきましては３世帯程度、それから

介護納付金分の税率の見直しにつきましては、モデルケースといたしまして、課税所得が

200万円で夫婦（40代）、子供１人という３世帯の計算でいくと2,800円ぐらいの軽減が見込

まれます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありますか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第34号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決
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します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第３ 議案第３５号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 議案第35号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第35号 東伊豆町介護保険条例の一部を

改正する条例について提案理由を申し上げます。 

  介護保険法施行令等の改正に伴い条文の整備を図るため、議会の議決を求めるものでござ

います。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（齋藤和也君） ただいま提案されました議案第35号 東伊豆町介護保険

条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

  改正内容につきましては、資料により説明させていただきます。 

  最後のページ、議案第35号説明資料をごらんください。 

  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律において低所得者の第１号保険料軽減強化に関する改正が行われ、具体的な軽減に関する

基準については、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部

を改正する政令が平成31年３月29日に公布されました。この改正を受け町の介護保険条例を

改正するものです。 

  具体的内容につきましては、介護保険料は所得に応じ９段階に分かれていて、基準額は５
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万8,080円ですが、所得段階が第１段階の方で、これまでの保険料率、基準額の0.45だった

ものが基準額の0.375に、保険料額で２万6,100円から２万1,700円に。第２段階の方で、こ

れまでの保険料率、基準額の0.75だったものが基準額の0.625に、保険料額で４万3,500円か

ら３万6,300円に。第３段階の方で、これまでの保険料率、基準額の0.75だったものが基準

額の0.725に、保険料額で４万3,500円から４万2,100円にそれぞれ軽減強化される内容とな

ります。 

  附則、この条例は、公布の日から施行し、改正後の東伊豆町介護保険条例の規定は平成31

年４月１日から適用する。 

  ２項、改正後の東伊豆町介護保険条例第２条の規定は、平成31年度以降の年度分の保険料

から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

  資料といたしまして新旧対照表を添付いたしましたので参考にしていただきたいと思いま

す。 

  以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第35号 東伊豆町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第３６号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 議案第36号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び
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運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第36号 東伊豆町放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由を申

し上げます。 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する国の基準の改正に伴い条文の整備を図る

ため、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、住民福祉課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） それでは、ただいま提案されました議案第36号 東伊豆町

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて御説明させていただきます。 

  今までは放課後児童支援員認定資格研修について、都道府県知事が行う研修を修了したも

のでなければならないとされておりましたが、指定都市の長も実施できることとするもので

す。 

  それでは、新旧対照表で説明いたします。 

  新旧対照表をごらんください。 

  第10条第３項各号列記以外の部分中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和22年

法律第67号）第252条の19第１項の指定都市の長」を加え、附則第２項中「平成32年３月31

日」を「令和２年３月31日」に改めます。 

  改正文をごらんください。 

  この条例は、公布の日から施行する。 

  以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第36号 東伊豆町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第３７号 損害賠償請求事件の示談について 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 議案第37号 損害賠償請求事件の示談についてを議題とし

ます。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第37号 損害賠償請求事件の示談につい

て、提案理由を申し上げます。 

  平成31年４月13日、東伊豆町片瀬584番地の２、片瀬渕之川公園で発生した物損事故に対

して、施設管理者である東伊豆町が物件補償に係る費用を賠償するため、地方自治法第96条

第１項第13号の規定によりまして、議会の議決を求めるものであります。 

  詳細につきましては、建設課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 建設課長。 

○建設課長（齋藤 匠君） それでは、ただいま提案されました議案第37号 損害賠償請求事

件の示談について御説明させていただきます。 

  この損害賠償につきましては、去る平成31年４月13日土曜日の午後２時半ごろ、東伊豆町

片瀬584番地の２、渕之川公園内にあります防球ネット柱の支柱が転倒し、隣接する駐車場

にとめてあった車両を破損させたものでございます。これに対して、施設管理者であります
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東伊豆町が物件補償に係る費用を賠償するものであり、相手方と示談を成立させるため提案

するものでございます。 

  それでは、示談の内容について申し上げます。 

  示談の相手方の住所及び氏名はごらんのとおりであります。 

  内容につきましては、車両等の物件補償に係る費用一式92万3,458円を支払うものでござ

います。 

  以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第37号 損害賠償請求事件の示談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ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第６ 議案第３８号 令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号）につ

いて 

○議長（村木 脩君） 日程第６ 議案第38号 令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第38号 令和元年度東伊豆町一般会計補

正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 
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  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に6,774万9,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額を52億124万5,000円とするものであります。 

  歳入の主な内容を申し上げますと、消費税増税に伴い全国的に実施されるプレミアム付商

品券の事業の補助金や消防団員の退職者確定に伴う消防団員退職報償金及び移住就業支援事

業費補助金などを増額しております。また、社会福祉給付費といたしまして１件、御浄財を

お寄せいただきましたので、御意向に沿いまして活用させていただきます。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、若者定住促進住宅取得補助金やふるさと納税寄

附謝礼の過年度未払金確定に伴う増額及び消防用器具備品購入費を増額しております。 

  その他早急な対応を要する項目につきまして予算措置いたしたところであります。 

  必要な財源配分を行った後に財政調整基金からの繰り入れ措置をさせていただきましたの

で、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 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38号 令和元年度東伊豆町一般会

計補正予算（第２号）について概要を御説明いたします。 

  令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,774万9,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億124万5,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  14款国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、補正前の金額に3,432万9,000

円を追加し4,272万4,000円といたします。 

  １節社会福祉費補助金、細節３、子ども・子育て支援事業費補助金762万7,000円の増は、

歳出にも計上しております幼児教育無償化に伴うシステム改修費等のための増額措置であり

ます。細節４、プレミアム付商品券事業費補助金1,650万の増及び細節５、プレミアム付商

品券事務費補助金1,020万2,000円の増は消費税増税に伴い実施されるプレミアム付商品券事



－171－ 

業の事業費、事務費に対する国庫補助金の増額補正であります。 

  15款県支出金、２項県補助金、１目総務費県補助金、補正前の金額に315万円を追加し811

万7,000円といたします。１節企画費補助金、細節３、移住就業支援事業費補助金315万円の

増は、東京圏からの移住を支援する補助事業に対する県補助金の増額措置であります。 

  17款１項寄附金、２目民生費寄附金、補正前の金額に３万7,000円を追加し、３万7,000円

といたします。１節社会福祉費寄附金、細節１、社会福祉費寄附金３万7,000円の増は、チ

ャンジーバンド代表古賀廣明様よりチャリティーコンサートの収益を町の福祉に活用してほ

しいとの御意向で御寄附いただきましたので、今回増額する内容であります。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に2,000万8,000円

を追加し２億6,064万9,000円といたします。１節財政調整基金繰入金、細節１、財政調整基

金繰入金2,000万8,000円の増は、今回の補正における歳入及び歳出予算調整のため不足額を

補てん措置した内容でございます。 

  ３目ふるさと納税基金繰入金、補正前の金額に490万円を追加し7,862万7,000円といたし

ます。１節ふるさと納税基金繰入金、細節１、ふるさと納税基金繰入金490万円の増は、歳

出に計上しております若者定住促進住宅取得補助金の財源として活用するため増額措置する

ものであります。 

  ７ページ、８ページをごらん願います。 

  20款諸収入、４項２目雑入、補正前の金額に532万5,000円を追加し6,453万1,000円といた

します。６節消防団員退職報償金、細節１、消防団員退職報償金426万円の増は、消防団員

の退職者予定に伴う増額措置であります。９節雑入、細節32、地域防災組織育成事業助成金

100万円の増は、消防用器具備品購入に対していただきましたコミュニティ助成金を増額措

置するものであります。 

  ９ページ、10ページをごらん願います。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の金額に1,499万6,000円を追加し

４億5,832万6,000円といたします。事業コード15、ふるさと納税寄附推進事業、８節報償費、

細節１、ふるさと納税寄附謝礼1,499万6,000円の増につきましては、平成30年度内に支払い

が完了しなかった執行分について、前年度の予算残額を再度翌年度に計上する内容でありま

す。主に宿泊補助券や複数回記念品を贈る定期便などについて施設利用後、記念品発送後の

請求支払いとしているため、年度をまたぐケースがあることから、補正措置するものであり
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ます。 

  ９目企画費、補正前の金額に913万5,000円を追加し4,745万5,000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、若者定住促進住宅所得

費補助金490万円の増及び細節３、移住就業支援事業費補助金420万円の増につきましては、

移住・定住促進を目的とする補助金の増額措置であります。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目介護保険費、補正前の金額に151万2,000円を追加し１

億8,788万7,000円といたします。事業コード１、介護保険特別会計支援事業、28節繰出金、

細節１、介護保険特別会計繰出金151万2,000円の増につきましては、介護報酬改定やレイア

ウト改修等に伴うシステム改修に対して繰出金の増額措置であります。 

  10目プレミアム付商品事業助成費、補正前の金額に2,670万2,000円を追加し2,670万2,000

円といたします。事業コード１、プレミアム付商品事業、11ページ、12ページをごらん願い

ます。７節賃金、細節１、雇人料、57万6,000円の増、12節役務費、細節６、郵便料144万

2,000円の増、13節委託料、細節１、システム改修等業務委託料469万1,000円の増及び細節

２、プレミアム付商品券販売等業務委託料1,973万2,000円の増につきましては、事業実施に

必要な臨時職員の配置や委託料などの経費を増額措置するものであります。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額に762万8,000円を追加し２億1,522

万9,000円といたします。事業コード１、児童環境づくり事業、13節委託料、細節３、子ど

も・子育て支援システム改修委託料758万1,000円の増につきましては、幼児教育無償化に伴

うシステム改修の経費を増額措置するものであります。 

  ６款１項商工費、３目観光費、補正前の金額に100万円を追加し１億2,055万7,000円とい

たします。事業コード４、観光施設維持管理事業、11節事業費、細節５、修繕料、100万円

の増につきましては、熱川海岸波返し等の修繕について増額措置するものであります。 

  13ページ、14ページをごらん願います。 

  ８款１項消防費、２目非常備消防費、補正前の金額に528万1,000円を追加し4,731万2,000

円といたします。事業コード１、非常備消防事務事業、８節報償費、細節２、消防団員退職

報償金426万円の増につきましては、歳入と同じく消防団員の退職者確定に伴う増額措置で

あります。18節備品購入費、細節１、消防用器具備品102万1,000円の増につきましては、ジ

ェットシューターを購入するため増額措置するものであります。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいまご説明いたしました内容を総括してあります。 
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  まず、歳入ですが、補正前の額51億3,349万6,000円に6,774万9,000円を追加いたしまして

52億124万5,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額51億3,349万6,000円に6,774万9,000円を追加いたしまして

52億124万5,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金が3,747万9,000円の増、その他財

源が1,019万7,000円の増、一般財源を2,007万3,000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（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  １番、楠山議員。 

○１番（楠山節雄君） すいません、ちょっと確認というか、教えていただきたいんですけれ

ども、委員会が違いますのでこの辺の内容がわかりませんので、教えていただきたいと思い

ますけれども、歳出の関係で、交流定住促進事業、若者定住促進住宅取得の関係の補助、そ

れから…… 

○議長（村木 脩君） ページ数を言ってください。 

○１番（楠山節雄君） すいません。10ページです。 

  19節の負担金補助及び交付金の関係で２項目、移住就業支援事業の関係で盛られているん

ですけれども、移住の関係については県の補助金が入ってくるということですけれども、こ

の差額も含めてどういうふうな内容になっているのか。若者定住促進の関係についても内容

的なものを教えていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（村木善幸君） それでは、ただいま楠山議員から御質問いただきました内容

について御説明いたします。 

  まず、若者定住促進住宅取得補助金でございますが、補助金の目的といたしまして、若者

夫婦世帯の住宅取得の支援による定住の促進を図るために町内への定住を希望して住宅を取

得する若者夫婦世帯に対し補助金を交付する制度となっております。 

  平成29年度から創設された制度でございまして、こちらにつきましては国、県の補助はご

ざいません、町単独事業となります。補正の内容につきましては、当初予算600万円を計上

してございましたが、これまでの申請、今後の見込みを含めまして11件、トータルで1,090

万円の予算措置を見込んでおりますので、補正額を490万円としている内容になります。 
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  続きまして、移住就業支援事業費補助金、こちら楠山議員からありましたように、国の制

度となります。こちらにつきまして目的としまして、東京圏からの移住の促進及び中小企業

等の人材確保対策を目的に、本町に移住して就業、起業したものに対し支援金を交付するも

のです。こちらの財源内訳につきましては、国が２分の１、県が４分の１、町が４分の１、

予算措置上は、国の２分の１を含めた４分の３が県補助金として交付されます。 

  支援金額につきましては、単身での移住が60万円、２人以上の世帯の場合が100万円とな

りますので、今回の補正予算につきましては単身での移住２件分、世帯での移住３件分を含

めた420万円を予算計上させていただきました。 

  以上となります。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 

○１番（楠山節雄君） あと、若者定住の関係なんですけれども、これ補助額の限度額みたい

なものというのはありますか。例えば幾らでもいいとかという形になっているのか、それと

も住宅取得に関して上限的な縛りみたいなものがあるのか、その辺をちょっと聞かせていた

だきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（村木善幸君） ただいまの補助金の上限額ということですが、補助金につき

ましては基本額が50万円となります。加算額としまして町内業者が新築した場合には30万円

の加算、中学生以下の１人に対し10万円、こちらの限度が30万円、合わせて110万円が限度

額となっております。 

  以上です。 

（「了解です」の声あり） 

○議長（村木 脩君） ほかに。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 12ページのプレミアムの関係をちょっとお伺いしますけれども、業

務委託料ということで、委託先とこの使える範囲についてはどのような形で対応されている

のか、お考えをお聞かせください。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） ただいま山田議員から質問されましたプレミアム商品券の

委託事業ですけれども、商工会のほうに委託しまして商品券の販売を行うような形、あと換

金と販売を実施していただくような形になります。 
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  また、使える先ですけれども、６月下旬から商工会のほうで業者を公募しまして、７月ま

で公募する予定でいますので、応募してきた業者が使える使用先となります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） そうしますと、商工会の事業ですから、毎年、年末にやっているよ

うな感じで、大体商工会の会員さん、ないし会員に入っていなくても、それ以外でというふ

うなイメージをしてよろしいんでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（木田尚宏君） 町内の業者だけで使用できますので、公募してきた町内の

業者の中で使用できるという形になります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 補助金の関係上、以前はマックスバリューなんかだめだったんだけれ

ども、今回もうマックスバリューも入ってきますもので、その辺御理解願いたいと思います。

あくまでこれ国の施策でやっておりますもので、幅広く。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第38号 令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号）についてを採決し

ます。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第７ 議案第３９号 令和元年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（村木 脩君） 日程第７ 議案第39号 令和元年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）についてを議題とします。 

   町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第39号 令和元年度東伊豆町国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ10万8,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ17億9,551万8,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入は国保システム改修に伴い一般会計繰入金の増額補正等

を行うものであります。歳出につきましては制度改正に伴い国保システム改修委託料の増額

補正を行うものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（齋藤和也君） ただいま提案されました議案第39号 令和元年度東伊豆

町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について概要を説明させていただきます。 

  令和元年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万8,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ17億9,551万8,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の内容について説明いたします。 

  ６款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正前の額に10万8,000円を追

加し、１億1,394万7,000円といたします。２節職員給与費等繰入金、細節１、職員給与費等
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繰入金10万8,000円の増は、国民健康保険システム改修に係る事務費繰入金を増額するもの

です。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の内容について説明をいたします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の額に10万8,000円を追加し、462

万4,000円といたします。13節委託料、細節４、国民健康保険システム改修業務委託料10万

8,000円の増は、マイナンバー制度に係る国保の情報連携に関する制度改正に伴いシステム

を改修するためのものでございます。 

  ３ページ、４ページにお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容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17億9,541万円に10万8,000円を追加

いたしまして、17億9,551万8,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額17億9,541万円に10万8,000円を追加いたしまして、17億

9,551万8,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、一般財源で10万8,000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（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第39号 令和元年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第８ 議案第４０号 令和元年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第１

号）について 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 議案第40号 令和元年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第１号）についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第40号 令和元年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に151万2,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ12億8,502万1,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入は介護システム改修に伴い一般会計繰入金の増額補正を

行うものであります。歳出につきましては、制度改正に伴い介護システム改修委託料の増額

補正を行うものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課参事より説明いたさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（齋藤和也君） ただいま提案されました議案第40号 令和元年度東伊豆

町介護保険特別会計補正予算（第１号）について概要を説明させていただきます。 

  令和元年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところにより

ます。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ151万2,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ12億8,502万1,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の内容について説明いたします。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金、４目その他一般会計繰入金、補正前の額に151万2,000
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円を追加し、1,495万7,000円といたします。１節事務費繰入金、細節１、事務費繰入金151

万2,000円の増は介護保険システム改修に係る事務費繰入金を増額するものです。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の内容について説明をいたします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の額に151万2,000円を追加し、

432万6,000円といたします。13節委託料、細節３、システム改修業務委託料151万2,000円の

増は、低所得者保険料軽減強化や介護報酬改定等の制度改正に伴いシステムを改修するため

のものでございます。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入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12億8,350万9,000円に151万2,000円

を追加いたしまして、12億8,502万1,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額12億8,350万9,000円に151万2,000円を追加いたしまして、

12億8,502万1,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、一般財源で151万2,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが概要説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第40号 令和元年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第９ 議案第４１号 財産の取得について 

○議長（村木 脩君） 日程第９ 議案第41号 財産の取得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41号 財産の取得について提案理由を

申し上げます。 

  去る６月４日に執行された随意契約の結果、契約金額2,700万円でＯＫＩクロステック株

式会社静岡支店と売買契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第８号及び東伊豆町議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会

の議決を求めるものでございます。 

  本事業につきましては、現行のアナログ防災行政無線を継続使用するに当たり、国際基準

であるスプリアス規格を満たす無線装置に更新する必要があることから購入するものであり

ます。 

  詳細につきましては、防災課長より説明いたさせますので、よろしく御審議お願いいたし

ます。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、ただいま提案されました議案第41号 財産の取得につ

いて概要を説明させていただきます。 

  今回契約を締結しました無線装置につきましては、防災情報システム整備特別委員会にお

いて、今後の防災情報システム整備をどのようにしていくか議論をしていただいた結果、ア

ナログ無線の継続使用が妥当との答申を受け、現在運用しているアナログ防災行政無線同報

系の無線装置が国際基準のスプリアス規格を満たしていないことから、今回、更新購入する

内容でございます。 

  更新する機種の詳細につきましては、お手元の議案書の２枚目にございます参考資料をご

らんください。 

  以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これよれ討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第41号 財産の取得についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１０ 議案第４２号 令和元年度同報無線子局更新工事請負契約について 

○議長（村木 脩君） 日程第10 議案第42号 令和元年度同報無線子局更新工事請負契約に

ついてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第42号 令和元年度同報無線子局更新工

事請負契約について、提案理由を申し上げます。 

  去る６月４日に執行された随意契約の結果、契約金額7,344万円でＯＫＩクロステック株

式会社静岡支店と売買契約を締結するため、地方自治法第96条第１項第８号及び東伊豆町議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会

の議決を求めるものでございます。 

  本事業につきましては、現行のアナログ行政無線を継続使用するに当たり、老朽化した屋

外スピーカー施設設備を更新するものであります。 

  詳細につきましては、防災課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、ただいま提案されました議案第42号 令和元年度同報
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無線子局更新工事請負契約について内容を説明させていただきます。 

  本整備工事につきましては、先ほど議決いただきました無線装置と同様、防災情報システ

ム整備特別委員会の答申を踏まえ、現在運用しているアナログ防災行政無線を継続するに当

たり、設置から二十数年を経過し安全性が保てない柱及び老朽化により音質の落ちたスピー

カーを同型スピーカー及び高性能スピーカーに更新する内容でございます。 

  整備する工事内容につきましては、お手元の議案書の２枚目にございます工事概要をごら

んください。 

  以上、簡単ではございますが内容の説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） ２点お伺いしますけれども、１つは、この随契ということもあるん

ですけけれども、金額的には、当初担当課のほうで計画していた金額よりも結構安く契約で

きたかどうかというのが１つと、今回のこの工事概要を見ますと、15カ所やるだけでかなり

スピーカーの性能を上げるということになると、かなりの人口面積のところをカバーできる

のかなというふうに考えますが、今後この辺の問題についてはどのようにお考えですか。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、契約金額のほうになりますが、当初予算で8,000万程

度の予算を上げてありますが、今回7,300万ということで約600万程度の削減になっておりま

す。これについては、当初、ＯＫＩ電機のほうで見積もりをいただいたときに、うちのほう

で再度精査して、設計書を組んでいるときにその分の減額となっております。 

  次に、今後の整備計画につきましては、現在、町内に70局あります。その中で、今まで通

常のスピーカーですと大体音達距離が200メーターというのが基本になっております。高性

能スピーカーになりますと最大で50ワットになりますが、400メーターから500メーターまで

は聞こえるという形で、広範囲に広がるということになっておりますので、今後、整備につ

きましては、届く範囲を考慮した中で子局の数を削減していきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。 
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  これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第41号 財産の取得についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１１ 同意案第１９号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任につ 

               いて 

○議長（村木 脩君） 日程第11 同意案第19号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選

任についての同意を求める件を議題とします。 

  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同意案第19号 東伊豆町固定資産評価審査委

員会委員の選任について、提案理由を申し上げます。 

  下記の者を東伊豆町固定資産評価審査委員会委員に選任することについて、地方税法第

423条第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町奈良本483番地。 

  氏名、太田正一。 

  提案理由を申し上げます。 

  現任者である太田正一氏の任期が令和元年６月30日をもって満了となるため、再任をお願

いするものであります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 
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○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております同意案第19号 東伊豆町固定資産評価審査

委員会委員の選任については、これに同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。 

 

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

 

◎日程第１２ 同意案第２０号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 

○議長（村木 脩君） 日程第12 同意案第20号 東伊豆町教育委員会委員の任命についての

同意を求める件を議題とします。 

  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同意案第20号 東伊豆町教育委員会委員の任

命について、提案理由を申し上げます。 

  東伊豆町教育委員会委員に下記の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取3011番地の268。 

  氏名、黒田清隆。 

  提案理由を申し上げます。 

  教育委員であった渡邊健司氏の任期は令和元年８月31日となっておりましたが、平成31年

３月14日をもって辞職されておりますので、令和元年９月１日から黒田清隆氏に教育委員へ

の就任をお願いするものであります。 

  黒田氏の経歴は別紙のとおりでございます。 



－185－ 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております同意案第20号 東伊豆町教育委員会委員の

任命については、これに同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり合意することに決

しました。 

 

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

 

◎日程第１３ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（村木 脩君） 日程第13 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についての同意を

求める件を議題とします。 

   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） 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦について、下記の者を人権

擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取700番地の２の２。 

  氏名、外岡惠美子。 

  提案理由を申し上げます。 

  現在御活躍いただいております外岡惠美子氏の任期が令和元年９月30日をもって満了とな

りますので、再任をお願いするものであります。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 



－186－ 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については、適任とすることに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。 

  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については、適任とすることに決しました。 

 

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

 

◎日程第１４ 議員派遣について 

○議長（村木 脩君） 日程第14 議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。議員派遣については、お手元に配付したとおり、現時点で期日等が確定し

ている行事について派遣することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議員派遣については、お手元にお配りしましたとおり、派遣することに決定

しました。 

 

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

 

◎日程第１５ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

○議長（村木 脩君） 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

会期日程等の運営に関する事項について、閉会中の継続審査の申し出があります。 



－187－ 

  お諮りします。申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。 

  したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（村木 脩君） これをもちまして、本定例会に付議された案件の審議は全て終了しま

した。 

  したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定

しました。 

  令和元年第２回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  長時間にわたり御苦労さまでございました。 

 

閉会 午後 ３時１４分 

 


