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令和元年第４回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                    令和元年１２月１０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）職員の健康管理について 

     ２）町内の道路整備について 

     ３）火災等におけるサイレン吹鳴及びそれに伴う広報について 

    ２．１２番 鈴 木   勉 君 

     １）災害対応について 

     ２）ふるさと納税について 

    ３．１１番 藤 井 廣 明 君 

     １）洋上風力発電事業について 

     ２）入湯税の動向について 

    ４． ５番 栗 原 京 子 君 

     １）災害ボランティアについて 

     ２）給食について 

    ５．１３番 定 居 利 子 君 

     １）災害対応について 

    ６． ３番 稲 葉 義 仁 君 

     １）廃棄物処理の方向性について 

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

出席議員（１２名） 

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

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

 

◎開会の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  令和元年第４回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、年末を控え大変お

忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  本定例会には、条例の制定及び一部改正、各会計の補正予算などが上程されております。

議員各位におかれましては、十分御審議の上、円滑に議事を進行されますよう切にお願い申

し上げて、開会の挨拶といたします。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、令和元年東伊豆町議会第４回定例会は成立しましたので、開会します。 

  なお、農林水産課長につきましては、災害査定事務対応により途中退席するとの届け出が

ありましたので御報告をいたします。 

 

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

 

◎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４回定例会の運営につきまして御報告いたします。 

  まず、本定例会には、10名の議員より22問の一般質問が通告されております。一般質問の

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

一般質問については、時間が60分以内、一問一答方式で行います。 

  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、御承知ください。 

  また、通告者の中で、11番、14番議員より資料の配付のお願い及び掲示板の使用願いの申

し入れが出されております。 

  本定例会の提出案件といたしましては、専決承認が２件、条例の制定案が１件、条例の一
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部改正案が３件、補正予算案が６件、教育委員会の報告が１件、合計13件がそれぞれ日程に

組み込まれております。さらに、議会からは常任委員会の所管事務調査の報告及び議会運営

委員会所掌事務調査についてを上程いたします。 

  なお、一般会計補正予算の説明につきましては、おおむね200万円以上、特別会計補正予

算につきましては、おおむね50万円以上で説明することが協議決定されましたので、当局の

皆さんもよろしくお願いいたします。 

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

12日までの３日間とさせていただきます。 

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

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

続調査といたしますので、よろしくお願いいたします。 

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

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

たします。 

 

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

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

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

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎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、11番、藤井議員、12番、鈴木議員を

指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（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12月12日までの３日間としたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、会期は３日間と決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（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、議長が出席した会議等の報告、議員派遣結果の報告及び第３回定例会で承認された

各常任委員会による議員派遣の結果の報告につきましては、お手元に資料を配付しました。 

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

  これで諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 町長より行政報告をいたします。 

  町長。 

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

  令和元年第４回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には、何かとお忙しい中、

御出席を賜り厚く御礼申し上げます。 

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

に町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  まず、初めに、このたびの台風15号及び19号の被害により亡くなられた方々の御冥福をお

祈り申し上げますとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、

被災地の一日も早い復旧、復興を願うところでございます。 

  さて、先月22日に発表されました月例経済報告によりますと、国内景気は輸出を中心に弱

さが長引いているものの、緩やかに回復しているとの基調判断を据え置いた一方で、世界景

気の判断を３カ月ぶりに下方修正いたしました。全体として緩やかに回復しているが、その

テンポは鈍化しているとの判断を示しております。 

今後、消費税率引き上げによる消費への影響や、台風など相次ぐ自然災害の経済に与える

影響にも十分留意する必要があります。 

  さて、令和２年度当初予算の編成時期を迎えておりますが、来年度におきましては、多額

の財源不足が生じる見込みであり、引き続き極めて厳しい予算編成作業になると思われます。

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

ある当町においては、税収の伸びが余り期待できないことから、財源確保はより一層厳しい

状況になるものと考えております。 

  一方、歳出面においても、超高齢社会の進行に伴う社会保障関連経費や公債費などの増、

さらには公共施設の老朽化に伴う大規模改修や維持補修経費なども、多大な財源負担になる

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

令和元年度においては、災害等で多額の財政調整基金を取り崩したことにより、安定性を欠

く財務状態にあります。 

  このような中でも、行政需要は山積しており、特に防災対策での充実、少子高齢化対策や

子育て支援の推進などの住民福祉の充実、生活環境基盤整備、町内経済活性化対策等には積

極的な対応を図らなければなりません。財源確保に最大限の努力を図るとともに、東伊豆町

が未来に向かって大きく発展し、町民一人一人が将来に希望を持てるような予算となるよう、

前例にとらわれることなく全職員が一丸となりまして、あらゆる施策に創意と工夫を凝らし

て取り組んでまいりたいと考えております。 
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  それでは、行政諸般の報告をさせていただきます。 

  総務関係では、10月２日に全職員を対象としたコンプライアンス研修会を実施いたしまし

た。職員一人一人のコンプライアンス意識の徹底や職場の風土の改革を図るとともに、職員

の不祥事の再発を防止し、町民から信頼される組織の構築に向けて職員一丸となって取り組

んでまいりますので、皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  11月15日には、千葉大学大学院の大塚成男教授をお招きし、東伊豆町の財政状況と今後の

見通しをテーマに講演会を開催いたしました。当日は、90名の町民の皆様や各種団体の役員

の皆様に御参加いただき、町の厳しい財政への現状を理解していただくとともに、本当に必

要な行政サービスは何かを判断していただくきっかけづくりが得られたものと思います。今

後さらなる行政改革や行政のスリム化を進めてまいりたいと考えておりますので、町民の皆

様の御理解をよろしくお願い申し上げます。 

なお、当研究会には議員の皆様にも多数の御出席をいただき、感謝申し上げます。 

  選挙管理委員会及び明るい選挙推進協議会では、11月６日に若手、若年層の選挙への関心

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

施いたしました。当日は、新たに選挙権を得る72名の生徒が本物と同じ投票用紙や選挙器材

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

  次に、防災関係ですが、まず台風19号にかかわる町の対応及び被害状況について御報告さ

せていただきます。 

  今回の台風19号は、狩野川台風に匹敵する大雨になる可能性があるとの情報が流れ、進路

について狩野川台風を彷彿とさせるものであったため、町では土のうの配付を早期に決定し、

住民の皆様に配布をいたしました。 

また、住民の早期避難を促すため、各地区の自主防災会の皆様に避難所開設を依頼すると

同時に、町の災害対策本部を立ち上げ、全職員による大規模災害、大規模風水害に対する体

制を整えました。 

台風接近に伴い、12日の午後には白田川におきまして、越水の危険が高まる事象の発生や、

当町に初めて特別警報が発令されるなど、これまで経験したことのない状況となりましたが、

危険地域の方の早期避難、自主防災会、消防団、消防署の迅速、的確な対応によりまして、

人的被害や大規模な被害はありませんでした。 

  今回の経験をもとに、風水害に対する必要な体制整備を国・県に要望するとともに、町と

して今回の対応について検証し、今後も迅速な対応が図られるよう、体制を整えていきたい
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と考えております。 

  次に、去る12月１日突発地震を想定した地域防災訓練が行われ、住民及び消防団員、看護

協会会員などが参加し、各自主防災会単位での津波避難訓練と応急救急訓練などを実施いた

しました。 

  入谷地区におきましては、静岡県の看護協会の賀茂地区支部の会員による指導協力のもと、

応急救護訓練を、奈良本地区では消防団員の指導のもと、ＡＥＤを使った応急救急、心肺蘇

生訓練を実施いたしました。 

また、住民が避難した場合の対応といたしまして、簡易トイレの設置等、避難所の運営に

必要な資機材の取り扱いや点検を実施いたしました。 

  今回の訓練は、地震を想定した訓練でありますが、風水害、土砂災害にも応用できるもの

でありまして、訓練等で身についていないことは、災害時にやろうとしてもできないと言わ

れておりますので、継続的に訓練することが重要でありますので、積極的な訓練への参加、

また家庭での防災対策の推進をお願いするものであります。 

  次に、消防関係になりますが、去る11月９日から始まった秋季全国火災予防運動に伴い、

消防団による非常呼集訓練を、12日は熱川地区において消防署との連携訓練を実施し、13日

は稲取地区において自然水利を使うことを想定いたした訓練を実施し、水利の確保、火災出

動態勢の確認、火元確認による消火活動の対応を確認いたしました。 

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

具など火の取り扱いには十分注意して、火災予防を心がけていただきたいと思います。 

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

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

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

く差押等の滞納処分を実施しております。 

引き続き、町民の信頼に応える納税秩序の維持と、町政運営における貴重な自主財源の確

保に努めてまいります。 

  去る11月13日には、下田税務署及び伊豆下田税務協議会による納税表彰式がサンワーク下

田で開催され、当町からは税務行政に貢献した２名の方が受賞されました。また、11月11日

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

関するポスター32点、習字57点、作文72点の応募をいただきました。このうち、伊豆下田納

税貯蓄組合連合会により表彰をされた作品11点を、町民文化祭の会場及び役場ロビーに展示
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し、納税意識の高揚や滞納抑止に努めたところでございます。御協力いただきました児童生

徒を初め、学校関係者の皆様には改めて感謝申し上げます。 

  次に、住民福祉関係ですが、高齢者の方々への感謝と長寿をお祝いするため、９月28日に

稲取小学校体育館において敬老会を開催いたしました。 

第一部の式典に続き、第二部の演芸会には町制施行60周年を記念いたしまして、町の観光

大使である永井裕子さんが歌謡ショーを行い、稲取幼稚園児による「金目の大将」の踊りと

のコラボレーションや、チャンジーバンドの歌謡ショー、三味線演奏、踊り、ダンスなどが

披露され、会場内は拍手喝采で盛会裏に終了することができました。敬老会を盛り上げてい

ただきました皆様並びに運営に御協力をいただきました関係各位には感謝申し上げます。 

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

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

を心がけていただくようお願い申し上げます。 

  エコクリーンセンター東河の基幹的設備改良工事につきましては、11月２日から15日まで

の14日間、焼却炉を全停止し、工事を行いました。この間、収集ごみ等を他市町のごみ処理

施設へ運搬するに当たり、町民の皆様方には持ち込みごみの規制等に御協力いただき、まこ

とにありがとうございました。 

  次に、健康づくり関係ですが、今年度もインフルエンザ流行の時期を迎えました。感染拡

大を抑えるためには、日常生活での予防やワクチン接種を受けることが重要であります。今

年は、流行のピークが早いとの情報がありまして、住民の皆様方には予防接種を講じ、感染

が蔓延しないよう心がけていただきたいと思います。 

  健康イベント関係でありますが、10月27日には奈良本公民館を起点に「奈良本ヘルシーウ

ォーク」が開催されました。奈良本商店会、東伊豆町商工会と町が共催し、奈良本ほっくり

隊、女性の会など地域の皆様が健康を考える一日として、ウオーキング、芋掘り、健康相談、

栄養相談、バランスのとれた食事の試食などを行いました。今後も引き続き実施していきた

いと思います。 

  11月17日は、町民の皆様に健康について興味を持っていただき、健康状態や生活習慣病を

見直すことを目的に「第19回健康福祉ふれあい広場」を保健福祉センターにおいて開催し、

今年も多くの町民の皆様に参加していただきました。準備から開催まで御協力いただきまし

たボランティアの皆様に心から感謝申し上げます。 

  介護保険関係では、10月17日に介護支援専門員及び介護事業所の職員62名の参加を受け、
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「静岡県災害派遣福祉チーム（静岡ＤＣＡＴ）の取組～災害時における２次被害、災害関連

死を防ぐために～」と題して、静岡県社会福祉協議会、松永和樹氏を講師に招き、災害時避

難所等で福祉・介護の専門的な視点で支援活動を行う静岡ＤＣＡＴの活動について紹介をい

ただきました。地域と介護事業所、行政との連携を深め、災害時には介護職員の専門知識が

活用されることに期待するものでございます。 

  また、11月６日には68名の医療、介護、福祉等の事業所の皆様に参加いただきまして、地

域共生をテーマにＮＰＯ法人はなのいえ理事長内海正子氏を講師に招き、少子高齢化が進む

中、認知症の方だけでなく、子供や障害のある方等、地域のあらゆる住民が役割を持ち、協

働して助け合いながら暮らすことができる地域づくりについて講演をいただきました。 

  12月１日の地域防災訓練では、片瀬地区において、災害発生時の要配慮者支援として、介

護事業者等との協働による高齢者声かけ模擬訓練を実施いたしました。 

  次に、農林水産関係ですが、さきに甚大な被害を受けました台風15号による農林水産業施

設への被災状況につきましては、既に議会の皆様には御報告させていただいておりますが、

農業関係の災害７件の査定を11月18日、19日に受けました。また、林道災害につきましては、

12月９日に１件の査定を受けております。今後、災害復旧事業の事務手続等が整い次第、早

期復旧に向けまして、予算の補正等、議会の皆様に御報告させていただきます。 

  また、この台風でハウス等の被害を受けた生産者の方々への営農再開に向けた総合支援交

付金事業につきましては、現在、要綱制定等の事務手続の準備をしております。14件の申し

込みがあり、国・県の交付金が決まり次第、予算の補正となりますので、また御理解のほど

お願い申し上げます。 

  農業振興関係では、本年度初めて姉妹都市の岡谷市との農産物交流を始めました。夏に高

原野菜やトウモロコシを岡谷市の生産者の皆さんが「こらっしぇ」で販売いたしました。 

11月９日には、岡谷市の収穫祭に参加し、早生みかん等の販売を行ってまいりました。農業

経営振興会の会員の方々を中心とした産業団体連絡会の事業として、今後も引き続き実施し

てまいりたいと考えております。 

  有害鳥獣の被害は今年も多発しており、対応については猟友会の連絡を密にしております

が、苦慮しているとこでございます。また、電気柵の設置等に対する鳥獣害対策事業補助金

の申し込みも多く、今定例会で補正予算を計上させていただきましたので、よろしく御審議

のほどお願いいたします。 

  次に、林業振興関係についてですが、本年も異常気象が続きまして、松枯れ被害の発生が
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甚大でした。109本もの松が被害を受け、伐倒駆除に関する事業費増加につきまして補正予

算を計上させていただきましたので、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

  水産振興におきましても、伊豆漁協稲取支店で実施されたマダイの稚魚１万8,500匹とア

ワビの稚貝7,950個の放流事業を助成いたしました。今後も、守り育てる漁業を応援してま

いりたいと考えております。 

  オープンから、約７カ月経ちました稲取漁港直売所「こらっしぇ」は10月まで売り上げが

8,000万円を超えまして、レジ利用者の通過が５万4,000人となりました。テレビ番組のロケ

を初めとするさまざまなマスコミにも取り上げられ、知名度も上がり、周辺の地域活性化に

つながっていくものと考えております。 

  次に、主要産業である観光関係ですが、３月から９月までの入湯客数は累計で44万6,815

人となり、昨年とほぼ同程度となっております。河津桜の開花が早かった影響で３月が前年

比マイナス6.8％、台風等の悪天候の影響で９月が前年マイナス5.2％となりましたが、４月

から６月にはＪＲのデスティネーションキャンペーンで露出が増えたこともあり、前年比プ

ラス4.5％となりました。 

台風15号、19号による影響ですが、宿泊のキャンセルは推計で7,300人に達し、建物被害

などを除いても被害額は１億円以上になると思われます。さらに被害が首都圏を含む広範囲

に及んだことによりまして、観光需要そのものが冷え込んでおり、先行き大きな不安が生じ

ています。また、消費税増税も半年程度ではマイナスの影響が出るものとの見方もあること

から、観光協会より誘客対策につきまして要望書が提出されております。今定例会に関連す

る予算の補正を計上させていただきましたので、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

  次に、今年度より補助金制度を創設して取り組んでおります大学との連携事業ですが、９

月に昭和女子大学、11月には跡見学園女子大学が当町を訪問し、今月には駒沢女子大学が訪

問予定となっております。それぞれの大学が町内視察や女将体験、雛のつるし飾りの制作な

どを行いました。さらに11月には、昭和女子大学の学園祭におきまして、当町のＰＲを行っ

ていただきました。また、来年２月には、３大学の学生の皆様に都内での観光キャンペーン

をお手伝いしていただく予定となっております。 

  次に、細野高原のすすきイベントについてですが、10月７日から11月８日まで開催いたし

ましたが、10月12日からの３連休が台風19号により全て中止となり、その後も天候に恵まれ

ず、入山者数が6,011人と昨年を2,055人下回る結果となりました。お客様からも、毎年のこ

とですが、こんなすばらしい場所があることを知らなかった、もっと宣伝したほうがよいと
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の声が聞かれ、今後のＰＲ方法について検討する必要があると考えております。なお、イベ

ント関係に当たりまして、防火帯焼きの日程調整等、稲取地区の町内会の皆様には御理解、

御協力をいただき、改めて感謝申し上げる次第であります。 

  次に、平成27年度に補助制度を創設して注力しているロケ支援事業についてですが、細野

高原などで撮影された映画のロケ地マップが完成したことをＳＮＳへ告知したところ、わず

か１日半で1,000人近いファンの方からお問い合わせをいただきました。今後も情報発信に

努めていきたいと思います。 

  次に、インバウンド関係ですが、12月15日に台湾において河津町と共同で企業及び消費者

に向けまして観光セミナーを実施し、来年の河津桜まつり30周年記念と雛の吊るし飾りのＰ

Ｒを行う予定でおります。 

  次に、商工関係ですが、10月28日、29日には20％プレミアムつきの地域商品券4,000セッ

ト、総額2,400万円分が販売され完売しました。年末にかけまして、町内の消費喚起に寄与

するものと期待しております。 

  住宅リフォーム振興事業につきましては、10月末までの申請数が48件で、補助金額は815

万円、補助対象工事費が約6,680万円となり、引き続き多くの皆様に補助金制度を御活用い

ただきまして町内経済の活性化に寄与しております。 

また、商工会からは事業承継に取り組むための足がかりとするため、町外から投資意欲の

ある方を招へいする事業につきまして補助金の要望がございました。町内だけでの解決が困

難であるため、町といたしましても広く町外から事業承継に興味のある方を募ることは重要

であると考え、補正予算を計上してございますので、よろしく御理解いただきたいと思います。 

  最後に、今後のイベント等の予定ですが、東海汽船の稲取大島航路につきましては、来年

の１月25日から４月５日まで５年連続での運行が決定しております。また、イベントの出店

などを通じまして交流している東京都台東区の千束通り商店街において、来年１月16日から

６日間、アンテナショップを出店、観光宣伝、特産品の販売、移住ＰＲを実施する予定で準

備を進めております。なお、雛のつるし飾りまつりにつきましては、例年どおり１月20日か

ら３月31日まで開催され、期間中の２月29日と３月１日には第２回の雛フェスが開催される

予定となっております。 

  次に、建設関係ですが、台風15号の被災により通行どめとなっている町道湯ケ岡赤川線は

11月26日の査定後、早期着手すべく、補正予算（第７号）を専決処分させていただいたとこ

ろであり、今定例会に提出してございますので、よろしく御審議をお願いいたします。 
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橋梁の補修対策につきましては、今年度は５橋の設計委託及び５橋の補修工事を発注して

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

  稲取・入谷地区で進めている町道入谷天城１号線拡幅工事も順調に進捗しており、来年度

の完成を目指しております。今後は、賀茂農林事務所が整備を進めている一般農道整備事業

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

て、河津町長野地区から奈良本地区まで緊急輸送路となる道路確保に努めてまいります。ま

た、奈良本地区から大川地区までの道路確保につきましては、県の代行事業、町道湯ケ岡熱

川線改良工事の早期完成を、国・県に対して粘り強く要望してまいります。 

  地積調査事業につきましては、片瀬地区の0.06平方キロメートルについて、８月25日と26

日に説明を開催し、10月15日から21日にかけて土地の所有者の方々と境界立ち会いを実施い

たしました。御協力いただきました皆様に御礼申し上げますとともに、今後も事業の完了に

向けま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、９月14日に稲取、熱川両中学校の体育祭が、また10月10日

には稲取幼稚園、10月23日に熱川幼稚園においてそれぞれ運動会が行われました。熱川幼稚

園につきましては、台風の影響による延期もありましたが、子供たちにとって大切な行事の

一つである運動会が無事開催され、目を輝かせて種目に取り組んでいる子供たちを見ている

だけでも、心躍るような感動を覚えました。 

  また、９月19日から20日には稲取小学校、26日から27日は熱川小学校がそれぞれ修学旅行

を実施し、今年度は６年生58名が東京方面へ出かけました。小学校での学習の集大成として

修学旅行を体験したことで、学習意欲が高まるとともに友情と信頼を深めたことと思います。 

  11月15日には、町内各幼稚園、年長児35名の七五三のお祝いが稲取、熱川の幼稚園でそれ

ぞれ行われました。対象園児とその家族の方々にお祝いを申し上げますとともに、これから

の健やかな成長を心から願うところであります。 

  11月３日、４日の２日間、稲取小学校体育館において第43回町民文化祭が開催されました。

「みんなの輪、令和につなぐ文化祭」をスローガンに、日ごろの成果を存分に発揮され、す

ばらしい発表の場となりましたことにお祝いを申し上げる次第です。また、常日ごろ町の文

化活動の振興に御尽力いただいておりますことを御礼申し上げます。 

  11月23日には第35回の青少年主張発表大会が開催されました。小中高校生の７名が、人と

人のつながり、環境問題、虐待やいじめなどの社会問題や町の活性化をテーマに、それぞれ

の主張等を町民の皆様に発表していただきました。現在の複雑な社会問題を子供たちが自分
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自身に置きかえ、考え、解決策を提言する姿に頼もしく思う反面、大人の私たち自身が子供

たちに安心感を持ってもらえる社会を構築していく責任を痛感いたしました。 

  11月30日には、毎年恒例の静岡県市町対抗駅伝競走大会が開催されました。選手の皆さん

は長期間にわたる練習で培った力を発揮され、東伊豆町の代表としてたすきをつなぐため、

精いっぱい走り切った姿に感激いたしました。町の代表といたしまして参加いただきました

選手の皆様はもとより、温かくまた支えていただきました御家族や関係者並び御声援を賜り

ました町民の皆様に心より感謝申し上げます。 

  次に水道事業関係ですが、９月の台風15号による取水施設の被災におきましては、一時は

広範囲での断水も想定された状況の中、消防団による河川からの応急取水や町内の管工事工

業協会による仮設ポンプの設置、また国土交通省沼津河川国道事務所からの排水ポンプ車派

遣と、車両操作やポンプの設置管理を河津建設株式会社に協力いただくなど、各方面の迅速

な支援によりまして、大規模な断水は回避することができました。先日、感謝状の贈呈を行

ったところでありますが、この場をおかりいたしまして、改めて厚く御礼申し上げます。 

  現在は、取水・給水ともに安定しておりますが、いまだ仮設での運用ということもあり、

下田土木事務所などと連携いたしまして、早期完全復旧に努めてまいります。護岸復旧など

工事の規模が大きいため、しばらくの期間を要すると思われますが、御理解をお願いいたし

ます。 

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

なりますので、町民の皆様並びに議員各位におかれましては、健康には充分留意いただきま

して、来るべき2020年のオリンピックイヤーとともに、ますます御活躍されますことを念願

いたしまして、行政諸般の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 次に、日程第５ 一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問、答弁を含め60分以内で、一問一答方式により行います。また、町長に

は、議長の許可のもと反問権の行使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、御承知おきください。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 楠 山 節 雄 君 

○議長（村木 脩君） それでは、１番、楠山議員の第１問、職員の健康管理についてを許し

ます。 

  １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） おはようございます。 

  さきの台風15号、19号につきましては、我が町にも本当に大きな爪跡を残しました。町長

以下職員の皆さん、それから消防団、消防署、それから自治会の役員の皆さん、町民、本当

に眠れない日々だったなというふうに思います。復興もまだ道半ばですので、ぜひ健康に留

意をして、これから復興に向けて頑張っていただきたいなと思います。 

  今回私、３問、質問をしてありますので、一問一答の答弁でお願いをしたいと思います。 

  最初の１問目ですが、職員の健康管理について、地方公務員の健康状況等の調査の中でも、

長期病休者は年々増加の一途をたどっています。特に、心の病については長期病休者の半数

を超えていて、深刻な状況下にあると思います。 

  そこで、現在の東伊豆町職員の心身の状況について、以下の点をお伺いします。 

  １点目、東伊豆町職員の心身の状況をお聞かせください。 

  ２点目、心身不調者の職員に対し、どのような管理体制を構築しているのか。 

  ３点目、復職支援についてどのような対策を講じているのか。 

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） 楠山議員の第１問の、職員の健康管理については３点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目についてですが、当町では全職員に対する一般の定期健康診断、結核検診、胃部レ

ントゲン検診を毎年実施しております。診査結果の総合判定で要の再検査以上の職員に対し

ましては、個々に通達を出し、医療機関への再検査及びその結果報告を義務づけております。

また、当町の健診日に受診できない職員に対しましては、近隣市町での受診を促すとともに、
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全職員の健康状態の把握に努めております。 

  特に、心の病につきましては、目に見えるものではないため、現在のところ、本人の申告、

カウンセリングによるもの、管理職への相談によるもの、同僚からの報告が主なものとなっ

ております。平成25年から委託業者による職員への出張カウンセリングを順次実施しており

まして、今年度で新規採用職員を除きまして全職員のカウンセリングが一巡する予定です。 

  今後も、職員へのカウンセリングは不調を訴える職員を最優先とし継続してまいります。 

  このほかにも、事前予約による直接のカウンセリング、電話カウンセリング、24時間対応

可能のメールカウンセリングも実施しております。また、平成28年度から実施しているスト

レス脳チェックによる職員の心身異常の早期発見、対策に努めており、一定以上のストレス

が見られる職員に対しましては、当町産業医または提携のカウンセラーへの面談を勧奨して

おります。 

  近年、全国的に公務員の心身不調、特に心の病による病気休暇取得者が増加しております。

時代の移り変わりとともに増大するこの業務、複雑・多様化する住民ニーズへの対応など、

年々職員の負担が増えていることも多く影響していると考えております。 

  次に、２点目についてですが、不調を訴えている職員に対しましては、カウンセリング結

果等により不調原因を分析いたしまして、その原因が私生活に起因するものはなかなか立ち

入ることができず、難しいですが、業務に起因するものと判断できれば、業務量のバランス

を見直しまして、それに伴う人員配置などを協議いたします。 

病気休暇を取得しなければならない状況になった場合は、当然ながら医師の診断に基づき

まして休暇を取得させます。また、定期的に家族と連絡を取り合い、職員の心身状況の変化

を把握しております。 

いずれにいたしましても、最も大切なのは心身不調の予防でありまして、管理職や同僚に

みずからの不調を話せる、また不調を気づいてあげられるその職場環境づくりが最も大切だ

と考えております。 

  次に、３点目についてですが、病気休暇取得後の職員に対しましては、復職する前に本人

と面談し、現在の心身の状態、復帰に向けた本人の意向を確認いたしまして、担当医師の復

職許可を前提に、まずは決まった時間に登庁することから始めます。可能であれば、１日２

時間の補助的な業務から始めまして、半日、そして１日勤務と徐々に補助的業務から本格的

業務へと時間をかけまして、段階的に復帰できよう支援していきます。 

○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） 今、町長のほうから順次説明をいただきました。 

  結構しっかりとした管理体制も含めて築かれているなというのが率直な意見です。町長の

ほうからもありましたように、もう本当に今、少子高齢化の対策ですとか、あるいは法令が

変わったときにそれに対応したり、国・県からの権限移譲みたいな形の中で、仕事がすごい

増えているんです。一人何役もこなすような、今、状況下で、私が役場に勤めていたときよ

りもっと深刻な状況というか、大変な状況下にあるなと思います。 

  町民の目というのもやっぱり厳しいとは思いますけれども、しっかりとその辺は上司も含

めて周りがやっぱり気配りをしてやる、そういうことによって心身の負担が、やっぱり減っ

てくるのじゃないかなと思います。私も、役場に在籍中は、本当に退職を考えた苦しい時期

もありましたし、同級生の死というものにも直面をして本当にやりきれない思いをしたこと

もあります。ぜひ、そうしたことがないように、ぜひお願いをしたいなと思います。 

  よく町長と職員は親子関係にあるとかと言われていますので、町長もしっかりとその辺の

ことを把握していただいて、悲惨な結果にならないような、そういう対策対応をとっていた

だければなというふうに思っています。 

  本人から話すだとか、周りが気づくだとかということでしょうけれども、なかなかやっぱ

り本人から言い出しにくい部分等もあると思いますので、その辺は、投書箱みたいなもので

本人が今苦しんでいるということを、文書的なものから伝えるという形がとれないのかなと

思います。 

これが、そういう心身の部分だけじゃなくて、投書箱については使い道、もっと拡大して

いったら考えられると思います。例えば、行財政改革、こんなふうにしたら行財政改革にな

るんじゃないのかとか、あるいは町の活性化について自分はこういうふうに考えているけれ

どもどうなのかと、そんなことにも使える投書箱みたいなものの設置はどうかなというふう

に私考えていましたので、町長、その辺どう考えているのか、お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 楠山議員はこの役場の先輩ですから当然わかっておられます、本当に

当時とは全然環境が違います。と申しますのは、職員の数もだんだん減っている中で、それ

に反比例してもう業務量はどんどん増えている中で、本当に今、当時の方と比較したら失礼

ですけれども、今の職員が持っている業務量というのはもう半端なものではないことは、私

どもはもう皆さんから聞いておりますもので、そういう中で職員の方は本当大変だと思いま
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す。 

  そういう中で、今提案されたことはちょっとまた後で話しますけれども、基本的には自分

から言うことはなかなか言えないもので、その点は結構、上司とかやっぱり総務課長も結構

心配して各課長からいろいろなことを聞いたりしておりますもので、何しろやっぱり当人が

自分はこうであると言わなくて、やっぱり周りの部下、同僚、また上司、やっぱりその方た

ちが判断せざるを得ないのかなと考えている。やっぱり本人から言ってくるのが一番いいん

ですが、そこまでやっぱり本人は気づかないもので、本人の家族、またそういうことからも、

総務課長のほうもいろいろ言ってきておりますもので、その辺はできるだけそういう心の病

にならないような方法でやっていきたいと思います。 

  今、これはもう、全国でも、賀茂１市５町の中でもやっぱり心の病ということは、相当な

問題となっておりますもので、そういう中で町といたしても辞表のような、壇上で言ったよ

うに、カウンセリングとかいろいろなことの中で一人でもそういう人を出さない。そういう

ような雰囲気にしていきたいと思うし、やっぱり今言ったように最悪の場合、これ絶対して

はいけないと考えております。そういうことは絶対にさせないような方向で行政運営を進め

ています。 

  それで今、楠山議員から投書箱的なものという、これはちょっと検討させていただく、そ

ういう中で一つの取り組みとして１人１アイデアという、ちょっと総務課長から詳しいこと

を説明いたさせますが、一応、職員からそういうことも提案しております。投書箱はちょっ

とこの場では。ちょっと提案、検討させていただきたいと。あとは総務課長から。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま、町長のほうから申し上げました、数年ぶりに、過去に

もやったことがあるんですが、職員１人１アイデアということで、この９月に全職員対象に

募集をいたしまして、デスクネッツ上に無記名で応募していただいたということで、今年度

については140のいろいろアイデアがありまして、行政改革についてはもとより、人事の関

係ですとか、あるいは、特に広域でこんなことをやったほうがいいだとか、あるいはごみの

有料化ですとか、学校の統合とか、それぞれ職員が今担当している仕事ももちろんですけれ

ども、ほかから見た目ということで、140ものいろんないいアイデアを出していただいて、

そのアイデアというものをそのままにしてはまずいものですから、各管理職会議の中で課長

のほうでどういう考えを持っているのかということをいただいた中で、最終的には町長がそ
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のアイデアをどうするかというふうなことも全部、全職員にデスクネッツでお示しをしてや

っております。 

  投書箱ということも、非常にある部分ではいいかなと思いますけれども、なかなかこれが

誹謗中傷ですとか、あるいは一方的な単なるわがままだとか、そんなものにならないような、

今のこの時代ですからパソコンを利用して何か、デスクネッツを利用して何かできないかな

ということも検討したいというふうに思っております。 

  いずれにいたしましても、風通しのよい職場環境というのは我々本当に、管理職として常

に考えていかなきゃならないというふうに思っておりますので、先輩後輩のコミュニケーシ

ョンが盛んで、些細なことでも相談できるような、そんな職場環境、それから他人の立場に

なって考えができる、相手が何を望んでいるか、また、周りの人のために何ができるかとい

うふうな、そういった他人への配慮ができるような、そういう環境にできるよう、管理職と

しても今後努めてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○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） これで、最後の質問ということ、確認ということですけれども、先に

ちょっと、１人１アイデアということで、さまざまな職員から提案、提言がされているとい

うことで、せっかく提案、提言をしても、何にも検討もしていただけないよということも、

何か以前ちょっと耳にしたようなこともありますので、総務課長のほうから今、管理職会議

の中で、もんでいるよというお話を聞きましたので、ぜひ本当にいいものは、町長、積極的

に取り上げて、財政上やっぱり本当に厳しいですので、それらが全てできるということでは

ないと思いますけれども、やっぱり優先順位をつけて、その辺はぜひ採択をすると、職員が

またよりやる気を持って、そういうものを投稿してくれるというふうな形になると思います

ので、ぜひその辺はお願いをしたいなというふうに思います。 

  それと、先ほどの心身の関係なんですけれども、特に新人職員というのは、ついたところ

の職務を覚えなければなりませんし、役場全体の一般的な、そのこともやっぱり覚えなきゃ

ならない。それで、さらにやっぱり同僚も含めての人間関係も構築をしていかなければなら

ないということで、何年か経過した職員より、そういうことに陥りやすいという危険性を持

っていると思うんです。ですので、またそういう危険性に陥りやすい職員は、こういう言い

方がいいのかどうかわかりませんけども、やっぱり真面目で一生懸命やろうとするがゆえに、
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仕事が膨らみ過ぎるという、そのこともやっぱりあると思いますので、ぜひ同僚も含めて、

その辺はしっかりと、そういうことがないような体制をつくっていただきたいなと思います

けれども、最後に御答弁、お願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１人１アイデア、これは基本的には私と副町長と総務課長、見

た中で、一応これはこうしよう、こうしようと、それも検討している中で、私も目を通させ

ていただいておりますもので、いいものは取り上げていくと。 

やっぱりいろんなものが出ております。やっぱりできないものもありますし、それはちゃ

んと吟味した中で、また皆さん方にお知らせしていきたいと、その辺は総務課長と話してお

りますので、その１アイデアをやって、何がしても反応しない、そういうことは絶対ありま

せんので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  新人職員の問題、これは本当に業務が長くなる中で本当に新人さんは大変だと思います。

ただ私、感じておりますのは、やっぱりみんな一人で抱え込んじゃうんですよね、やっぱり

新人ともなると。やっぱり昔みたいなコミュニケーション、飲みニュケーションという、昔

は結構いろいろ上の方と話したりしたんだけど、今は新人さんは、自分が見た感じでは、自

分で取り込んじゃって、もう上司とかその方たちに相談しない、そういうこともまた解決し

ていかなければならないかなと考えておりますもので。また、新人に対しましても、本当に

業務量が増えたり、楠山議員が言ったように、昔と違いまして、なるべく負担のかからない

ように、また全ての方がフォローしていく、またそういうような体制をとっていきたいと考

えておりますので、その辺また御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、町内の道路整備についてを許します。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） ２問目です。町内の道路整備について。 

  今回の統一選挙で町内を巡回する中、狭隘な道路が多くあることを改めて感じました。道

路利用者にとっては不便さを感じている毎日と思われますが、以下の点について道路整備の

計画があるかをお伺いいたします。ないとしたら今後、中山間地域等総合整備事業での活用

をして整備を行う考えがあるかをお伺いします。 

  １点目、熱川小学校前の町道太田線。 

  ２点目、熱川幹部警察官派出所前から片瀬に抜ける町道田ノ尻松ノ平線・町道横平赤川線。 
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  ３点目、千葉大熱川暖地農場前の町道大ヌタ１号線。 

  以上、３点お願いいたします。 

○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） 楠山議員の第２問、町内の道路整備についての１点目から３点目につ

いて、関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  町道の大半は、車両のすれ違いが厳しく、楠山議員の御質問の路線も同様であります。平

成25年の改正道路法によりまして、橋梁維持対策が義務づけられまして、維持費に多額な財

政負担を発生させている状況であります。さらに、舗装・のり面なども老朽化が進行してお

りまして、現在、継続事業以外の新たな拡幅工事の計画を考えてはおりません。 

  次に、中山間地域総合整備事業の活用で整備を行う考えがあるかについてですが、この事

業は平成24年度から令和５年度までを事業期間として、県営事業で執行されております。御

質問の路線改良は事業計画に含まれておりませんが、今後は次期計画といたしまして、地域

の受益者の皆さん及び静岡県と検討してまいりたいと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） 確かに町長言われるように、維持費も含めて膨大な費用がかかるわけ

ですけれども、町道の改良整備ですと、本当に町がほとんど負担をしなければならないとい

うことで、新たな、なかなか財政を生み出すというのは大変だと思いますけれども、中山間

地域総合整備事業等はやっぱり補助率が高いものですから、そちらのほうが使えないのかな

と。 

現行、計画がされている中で、こうした路線が入っていないということですので、例えば、

可能性として、担当課長になると思うのですけれども、追加でこれらの整備の中に入れ込む

とかということがやっぱり厳しいのかな。そうなると、新たに今度は新しく中山間地域整備

事業みたいな形の中の位置づけをしていかなきゃならないのかなというふうに思うんですけ

れども。 

  ２路線は、本当に私も町選挙の中で巡回をした、そのほかにも前回、農業委員会という職

務にもかかわりをしていて、その周辺にも何回か足を運んだ、その中で、本当に宅地化がす
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ごい急速に進んでいるような地域なんです。これが、どんどんやっぱり進むとなると、道路

の拡幅はさらにやっぱり困難になっていくのかなと。 

それで、町道太田線については、熱川小学校、幼稚園という、図書館も含めて、文教の地

域になっているんですけれども、そこについては、やっぱりお母さん方を中心として父兄が

子供たちの送り迎えなんかの光景もよく見るんですけれども、女性の方も、すごいワンボッ

クスの大型の車に乗っているんです。それで、あの辺でやっぱりすれ違いができませんので、

退避をしたり、無理矢理に突っ込んでなかなか帰れなかったりという光景をやっぱり何回か

目にしていますので、なかなかやっぱり、町内というか町の財政状況を考えると、簡単には

いかないと思いますけれども、本当に普通車がやっと通れるような路線もありますので、住

民というかそこに住まわれている地域の住民については苦慮しているというか、困難な毎日

を過ごしているのかなと思いますので、ぜひ前向きな考え方をいただければなというふうに

思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは、ちょっと担当課長から説明いたさせます。 

  楠山議員、本当に町単でやる事業というのは、ほとんどこの中でできるだけ町といたしま

しては、国・県の何かいい事業があればそれを活用した中でやっていきたい、その辺は御理

解願いたいと思います。 

  そういう中で今、楠山議員さん、本当に通行が不可能だった場合、じゃ、待避所を設ける

とか、そういうことはちょっと考えてもいいかと思いますけれども、１つの路線を全部これ

を町単でやるのはなかなか厳しいもんで、その辺はできれば国・県でやって、しかし、ちょ

っと町道はもう絶対に国・県から助成が出ませんもんで、そういう中でやっぱり一番いいの

はその中山間総合整備事業が一番、自分はいいと思いますので、どうせならその採択を受け

るような方向でやっていきたいと考えております。 

  そういう中で、何かその５年間の途中から路線を入れられないかということは、ちょっと

事務的なことでありますので、担当課長よりちょっと説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（鈴木伸和君） ただいまの、中山間地域総合整備事業の内容につきましては、

議員も現職のころ携わったと思いますので、細かいところまではあれですけれども、おっし

ゃるとおり、国が55％、静岡県が30％、町の負担については15％、その町の負担についても

起債が起こせるという、非常に小さな市町にとっては農業基盤の整備を行う非常に有利な事



－23－ 

業ですけれども、その逆で非常にハードルが高くて、いろいろな採択条件がたくさんありま

す。受益者が15人以上いなきゃいけないとか、受益の面積が60ヘクタール以上固まらなきゃ

ならない。それから、インフラの整備とは反対側に生活環境整備の事業も一緒に、同時に行

わなければならないというような非常に事細かな採択の要件がたくさんあります。 

  それで、補助率がいいものですから、全国的にも非常に敵が多いといいますか、採択を要

望する市町があるんですけれども、今、農林水産省を含め国のほうは、こういう基盤的な整

備を将来的に続けていく交付金を、予算をしばらく伸びしろを抑えながら、国土強靭化とい

う、今回の台風の災害もそうなんですけれども、今そういう形に今シフトしている状況です。 

  その中で、国のほうも予算を確保しながら、農地の強化に、ため池の強化等に移ってきま

すので、御質問の現在やっている第２期の中山間地域総合整備事業に、今お話しの路線を加

えていくというのは非常に困難極まりなくて、法令上はできますけれども、なかなかそれが

認可できないというのが現状ということで御理解願いたいと思います。 

  それで、現在行っています中山間地域総合整備事業、一級以外の町道については、農業者

が使うという意味で、それにかぶせて、今、町道を町内６路線拡幅しておりますが、その状

況については、今やっている２期の中山間地域総合整備事業を始めるに当たって、大川から

各地域を全部回りまして要望を伺いました。それで、ここを広げてもらいたい、待避所が欲

しい、排水路が欲しい、それらを全部総合して精査して、今やっているのが第２期というこ

とですので、それはそれで御理解願いたいと思いますが、これがまた終期を迎えますと当然

町としては非常にいいインフラ整備となってまいりますので、第３期にも向けて、各地域の

要望についてはまた拾い直しをして、取りこぼしがないような形で農業生産、生活基盤、そ

れから町の環境整備ができるような形は、この次にまたつなげてまいりたいと思っています

ので、御理解、お願いします。 

○議長（村木 脩君） 建設課技監。 

○建設課技監（桑原建美君） 建設課の立場として御説明のほうをさせていただきます。 

  建設課が補助事業にて道路拡幅を行うとなりますと、社会資本整備総合交付金を充当し、

国庫補助50％、一般財源10％、起債40％の中で事業を行っております。しかしながら、国土

交通省指導のもと補助事業を行うとなりますと、道路構造令に沿った道路工事が必要となり

ます。道路勾配は最大で12％、費用対効果、さらには計画に交通量など制約が多く、道路沿

いの家屋移転などの弊害が出てくる恐れがあります。 

したがいまして、補助事業はなかなか厳しいというのが実情でございまして、町単独事業
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で改良手段がないのかと申し上げますと、単独で６メーター道路の築造、もしくはソフト対

策でありますが、一方通行の規制対策、さらには一定間隔で待避所の設置というような部分

的な解消しか建設課では対応できないのが実情でございます。 

  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） 中山間の２期に入れ込むというのは厳しいというふうなことですので、

極力努力をしていただくとしても、３期のほうの形がとれればなというふうに思っておりま

す。 

  宅地化がやっぱり進むと、受益者の農地の面積要件だとかというものがどんどん縮小され

ていく可能性もありますし、大ヌタ１号線については、あそこから上に抜けると、過去にウ

ツギ原という地区が農業構造改善事業か何かでやられていた地域で、今はやっぱり結構耕作

放棄地になっているんです。やっぱり行きにくいというその部分もあって、そうしたことが、

やっぱり道路ができることによって、そこに行きやすいという環境もできますので、ぜひそ

の辺で組み入れていただければなというふうに思っています。 

  町単での道路拡幅ということがやっぱり手っ取り早いのかなと思うんですけれども、お金

もかかりますので、その辺はやっぱり財政とにらめっこしながらとなりますけれども、特に、

図書館前については、子供達のやっぱり安全の確保みたいな意味合いからすると、もう既に

道路幅は確保されているような状況ですので、その辺はやっぱり大きな金をかけずに整備が

できるのかなと思いますし、こうした道路の改良工事があると、東伊豆町地域内の建設業者

の仕事もそこの中で確保がされてくるということで、町内の経済の活性化の部分にもつなが

っていくのかなというふうに思っていますので、その辺も含めて御答弁をいただければと思

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） 本当、建設の課長が、技監ですか、そのとおり言いました。今、社会

資本整備事業交付金、これ55と言いました。これ要望しても必ず来ないです。来ても半分と

か、そうして結構断念したところもありますもので、まずそれはもう期待しないほうがいい

と。それをやっても多分１年でやるところが継続で２年、３年、こうなっていきますもんで、

その社会資本整備、今、私はお金が満額来ることはないと、自分自身も要望はしてもなかな

かそういう、国のほうもお金がないもんで、そういう現状なもんで、その辺は御理解。 
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  そして、今言った図書館のところ、これはやっぱり自分自身もやりたいと考えております。

そうなれば、やっぱし最後は申し上げると財源になってくるもんで、今、楠山議員が言った、

確かにそういうことで、こちら側に歩道もあります。この歩道も寄付してもいいよと言われ

ております。しかしやっぱり、ちょっと財源的に結構ここは、それ以外にまだやることも社

会福祉でいろんなことがありますもんで、その辺は手をつけていきたいなと考えております。

そして、旧熱川幼稚園のところも道路拡幅を見込んだ中で用地買収をしております。そうい

う中で、できるだけそういうことを早くやっていきたいと思っているけれども、やっぱりあ

る程度優先順位というものを考えた中でも、子供の支援がまだおくれているのが状況でござ

いますもんで、その辺は自分自身も十分に理解しておりますもんで、その辺はまた、いろい

ろ検討していきたい。 

  そして、今言ったウツギ原のそれね、それも基本的にはやっぱり自分の認識の中の途中か

ら割り込むのは結構厳しいかなとは考えております。やっぱり、言った中でもこの中山間が

本当の、課長によっては大変いい事業で、財政的にね、各市町もそれを狙っておりますので、

なかなか厳しいのかなと考えている中で、一応、今の計画が令和５年となっています。これ

以降またやる場合は、今、楠山議員も言ったように、また地域のいろいろ相談じゃない、要

望を受けてやっていくと言っておりますもんで、そのときまたいろいろ要望していただけれ

ば、それはまた一つの道じゃないかと考えておりますもので、その辺はまた御理解願いたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） 国・県の補助制度みたいなものも含めて、ぜひアンテナを高くして、

何か有利性の事業があったら積極的に取り入れていただければなというふうに思っています。

ぜひ、中山間で整備ができるものについては３期のほうでから組み入れていただくような形

の中でから、原課、すみません、大変でしょうけれども、お願いをして、２問目は終了した

いと思います。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、火災等におけるサイレン吹鳴及びそれに伴う広報につ

いてを許します。 

  １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 
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○１番（楠山節雄君） ３問目になります。 

  火災等におけるサイレン吹鳴及びそれに伴う広報について。 

  火災時等に、サイレンの吹鳴が行われなくなり、地域住民の不安が解消されていません。

以下についてお伺いをします。 

  現在まで、実施されていない理由は何か。また、今後解消に向けての努力をしていくお考

えは。 

  以上です。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） 楠山議員の第３問、火災等におけるサイレン吹鳴及びそれに伴う広報

についてにお答えいたします。 

  サイレン吹鳴及び広報につきましては、これまで同様の御質問いただき、答弁させていた

だいておりますが、サイレン、広報による消防団員の招集、住民への広報につきましては、

情報配信メール、ケーブルテレビによるＬ字情報による伝達を行っております。さらに、４

月より新たな伝達方法といたしまして、テレビプッシュという受信機からの音声、テレビ画

面に文字表示するシステムとスマートフォン、タブレット端末に情報を伝達するコスモキャ

ストシステムを追加導入し、住民の生活状況に合わせた情報収集の選択ができるよう、情報

伝達の多重化を図っておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 

（１番 楠山節雄君登壇） 

○１番（楠山節雄君） 先般も、同僚議員からサイレンの吹鳴については御質問されて、私の

在任期間中は実施をしないという答弁がなされていますけれども、火災等が発生をした場合、

消防署あるいは消防団の車が到着をするまで、やっぱり時間がかかると思うんです。そうし

た中で、サイレン吹鳴が行われればやっぱり地域住民が気づく、あるいは消防団、消防ＯＢ

あたりの経験者がいち早く現場に駆けつけて初期消火も含めて避難弱者と言われる高齢者、

身障者、そうした方の生命を手助けする、そういうことにもそのサイレンが役立つのではな

いかなというふうに思っていますけれども、その辺は町長、お考えはどんなでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この件からしても、楠山議員が来る前にも再三再四、内山10番議員さ
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んとかいろんな議員の方も当初はやっぱり相当ありました。 

  しかしながら、やっぱりまずは、じゃ、サイレンのその目的ね、やっぱり何回も言ってい

るけれども、サイレンを鳴らすということはまず消防団員が駆けつけなさいよと。付近の方

にお知らせするのではなく、まず目的が、まずは消防団員がすぐ知った中で駆けつけると。

その中で、確かに鳴っている付近の住民が応援してくれるのは、本当はありがたいことです。

しかし、今はその反面、鳴らさないことによって現場の消火活動もすごいスムーズなったと

も聞いております。 

そういう中で、私、何回も、これ時代の一端の中で、やっぱりその流れの中では、正直私

はサイレンというものはなくなっていくと考えております。そうなると確かになくすと言っ

た時は本当いろんな方が、サイレンを何とかまた鳴らしてほしいと何回も言われた中で、や

っぱり時代の趨勢のちょうど今、過渡期なもので、という中でもお願いした中で、今はそう

いう消防団員の方からも再三再四、最初はメールではわからないようなことを言われました

けれども、今はそれ以外の方法でやっぱり今度は、それよりか基本的にはもう現場に行って

の指揮問題、そっちのほうがある程度問題になることを言われておりますもんで、楠山議員

の言うことは、それも一理あります、そういうこともね。確かに駆けつけて行った場合大変

ありがたいと考えております。 

  しかし、過渡期の町といたしましては、できるだけ情報配信メールに入ってもらいまして、

それでコスモキャストということもに入ってもらった中で、そして今一番やっぱり、いざ火

事になったとき、そのメールがみんな同じなもんで、大きくならないかと、そういうことも、

検討しております。 

  要するに、今、それは楠山議員が言った、もう皆さんが言うことでございますもんで、そ

の辺は十分理解している中、把握している中で、今、一時の中でそうやっていきたいと考え

ておりますもんで、その辺は御理解願いたいと思いますし、今、そういう声も、裏では言っ

ているとは思いますが、もう最初、このサイレン吹鳴なんかと、直接私は何とかしたいと言

ってきましたけれども、そういう中で今、そういうふうもなくなった中で、できるだけ町と

いたしましても、できるだけ情報配信メールとかコスモキャストに入ってもらった中で、火

事の情報、そして、ゆくゆくは私はまた消防のほうとまた提案して、ある方は、どこで火事

が起きているというのもわかるようなことにもなっておりますもんで、そういうこともまた、

うちのほうでできないのかなということは、また提案していきたいと考えておりますもんで、

その辺はまた御理解願いたい。 
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  一応、楠山議員の言っていることは、もう再三再四私は言われておりますので、その辺は

理解している中で、今現状進んでいるということだけは御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（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） 火災を知る方法はさまざまにあるというふうな御説明でしたけれども、

そういう環境下にある人たちばかりではありませんし、例えばＩＫＣさんの、今度のつくし

らでしたか、ああいうものについても、やっぱり自宅にいないと把握ができなかったりとい

うそこの部分がありますので、全てそういうやつを確実に知れるという状況下にはもうない

と思うんです。というのは、自分も実際に体験をした中で、最近も含めて何件かの火災が発

生をしておりますけれども、それらが全く後で知らされて気づくような状況下ですので、な

かなか町長が言われたような、いろんな形の中で知る方法を今拡大しているよと、改良して

いるよということですけれども、その辺がなかなかやっぱり住民の方に伝わっていないのか

なというふうな思いがします。 

  ともかく、私も含めて、過去にやっぱり内山議員を初めもうさまざまな議員さんが、この

サイレンス吹鳴についてぜひ行ってほしいという内容の質問をしていると思うんです。とい

うのは、地域住民がやっぱり不安で、元みたいな形というのができないのという声が皆さん

のところに、議員さんのところに届いているからこそ、こうした質問が何回も何回も繰り返

されているという、やっぱりその現実をぜひ町長、できる方法をと、お金がたくさんかかる

と、広域化になって、そういうことを、今までと同じようなことをするのに多額の費用がか

かるよということになってくると、なかなかやっぱり町も厳しい財政状況の中で、その辺難

しい部分はあるのかなとは思いますけれども、やり方によって、運用の仕方によって、その

辺お金をかけずに、それほどかからずにそうしたことができるのかなと私も常々やっぱり思

っていて、どうしたできるのか、難しい問題はいっぱいあると思うんですけれども、どうし

たらできるのか、そういう前向きな考え方の中でぜひ検討していただきたいなと思いますけ

れども、町長のお考えを。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 楠山議員の言っていることはわかります。 

  これはやっぱり意識改革が絶対に必要だと思うんです。やっぱり、ずっと鳴っていたから、

じゃ、さあ鳴らしてくれ。これいつかなくなるんですよ、サイレン。それならもう早いうち
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に対応したほうが私はいいという考えの中で今やっているんであって、やっぱりサイレン吹

鳴、本当に何回も言っています。それでもやっぱり、自分一人は火事が起こったのがわから

ないとか、そういうやっぱり日常生活の中で火事回りはできないとか、そういうのがメーン

だったですよ。だから、そういうことになるとそれまた本末転倒になるので、やっぱり基本

的にはサイレンというのは消防団の団員に知らせて、来るのが目的ですから、そういう中で

私はサイレン吹鳴に関して、いくら皆さんが言っても、今ちょうど過渡期で必ず、少子高齢、

人口減少になっていけば、サイレン吹鳴はできなくなってきます。その一時の対応、確かに

高齢者の対応、わかりませんよ。しかし、消防団の方も一生懸命そこに対応するように頑張

っておりますもんで、何しろサイレンが鳴らないような方法ではいろいろ消防のほうも検討

しております。なるべくいい方法でやっている中で、やっぱり意識改革、絶対に私は必要と

考えて、やっぱり必要です。今までサイレンが鳴っていたから、やっぱり同じように鳴らし

てほしい。これは当然です。しかし、どこかでやっぱりある程度、これからの時代を見越し

た中でやらなければならないと考えております。 

  これがどんどんおくれればおくれるほど、私、なるべく早くやった中で、確かにスマホと

かそういうことは必ず出てくる、高齢者が入れないだの。これはもう絶対そういう問題、出

てきますけれども、今できるだけ、消防団のほうも自分のほうには火事のメールかまた違っ

た現場の指揮下の問題だとか出てきておりますもんで、わかりますけれども、一応意識改革

の過渡期という中で今やっておりますもんで、確かに町民のその要望はわかりますけれども、

将来を見据えた中で私はやっていきたいと考えて、その辺また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） 確かに、町長が言われているように、意識改革だとか過渡期にあると

いうお話をいただきまして、そうなのかなと思いますけれども、消防団員の招集ということ

を考えると、サイレン吹鳴がなくなるということは、私はあり得るのかなという、大変そこ

の部分についてはやっぱり疑問を感じております。 

  それが行われなくなってから、消防署の火災等の運営がスムーズになっているというお話

をされました。確かにそうなのかもわかりませんけれども、さっき言ったように、人の財産、

生命を守る、いち早くというのは、やっぱりその近隣の方だとか消防団員のＯＢですとか、

そういう方というのはやっぱり一番大きな力になってくるんじゃないかな。初期消火も含め
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て、あるいは隣界の延焼ですとかそういうことも含めて、私は全体のことを考えると、消防

署がスムーズに消火活動というより、そちらのほうが大事じゃないかなというふうに思いま

すけれども、最後に町長の答弁をお伺いして、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） 今の現場サイドに関して担当課長から説明いたさせます。 

  そういうことで、今、楠山議員の、それはもう一つの仮定です。しかしながらサイレンを

鳴らしていないところはいっぱいあります。今までは、うちのほうじゃサイレン鳴らしたら

引き続き鳴らしてほしいと。それで、この中でも、賀茂の中でも下田、ちょっとその辺は、

賀茂のどこで鳴らしていないか、またやらせますけれども、そういうところもありますもん

で、たしか、近隣の人が来て消火をやるの、初期消火ね、これ大変ありがたいと思いますが、

やっぱり一面、その方にまた事故が起きた場合なんていうのもありますもんで、できれば一

応消防署が駆けつけたならば、すぐに近隣を回った中で人がいるかどうか、それを確認した

中で今やっておりますもんで、そういう中では、何回も言っていますが、自分がいるからそ

ういう中でやっている。また次のリーダーがかわればまた違う考え方になるかわかりません

けれども、私の中ではそういうもう時代の変化、それが一番、自分の町が反省しなければな

らない、もっと広報をしてその情報配信メールに入ってもらうとかね、さらにコスモキャス

トに入ってもらう、これはもっと町がもっとこう、多くの町民に入ってもらわなくてはなら

ないことは反省しておりますもんで、それはどのような方法がいいかというのは、その後、

そういう情報を得るための入ってもらう、これはもう引き続き、もっと積極的にやっていか

なければならないと考えております。その辺は御理解願いたいと思います。 

現在のその消防に関しましては、担当課のほうから説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、まず楠山議員に御理解いただきたいのが、今までサイ

レン吹鳴につきましては、常備消防、単独で常備消防がありまして、その中で24時間体制が

とれた中で役場の同報無線の遠隔装置があって、そこで吹鳴が行われておりました。 

  今現在は、当然、広域化になりまして消防団活動については、それから広報につきまして

は市町の事務ということで、広域消防のほうでは一切取り扱いをしませんので、今、サイレ

ン吹鳴を行うとなりますと、職員がここの役場に来て吹鳴をするという形になります。そう

しますと、先ほど第１点目でも御質問がありましたように、職員のほうに全て負担が行くと

いう形になります。 
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  当然、家から出ますと、私が今出ているんですが、家から到着しますと大体10分ぐらいか

かってしまいます。そうすると、発報から10分経ってサイレン吹鳴したときに、最近の事例

ですと、自分が現場に行くまでの間に非火災という情報が流れたりというのが最近多くなっ

ています。そうすると、その吹鳴自体が果たして可能か、有効かどうかという部分も出てき

ております。 

  先ほど、町長が申しましたように、今、消防団のほうについてはメール配信で対応するよ

うな体制がだんだんとられております。というのは、メールの中で、その消防の部分だけ音

を変えているという形で、それがわかるようにしているという団員が多く今出ております。

それで、町民の方にも聞きますと、同じような形でやっていると。 

  その地域住民の方が、先ほどなかなか対応が難しいということはありますが、まず火災の

第一報をいただいた方が、当然火事だということで大きな声で叫べば、当然地域の方が協力

していただけるというふうには考えておりますので、サイレン吹鳴そのものが全てではない

というふうに考えておりますし、また、今、町長が言われましたように、今、全国的にはサ

イレン吹鳴というのはなくなってきております。メールとかほかのもので伝達ができれば、

サイレン吹鳴によらない方法という形で変わっておりますので、また御理解いただきたいと

思います。 

  郡内におきましては、西伊豆町、それから南伊豆町、下田市あたりでも状況によってはや

らないという形になっております。この辺については、下田消防のほうで配信メール、要は

火災の報知について限定をしておりますので、その辺についてやっているところ、河津町に

ついては事象に応じてという形を聞いておりますので、御理解をお願いします。 

○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） すみません、先ほど最後というような話をしましたけれども、たしか、

そういうメールも含めて確認できるその部分があると思うんですけれども、どうでしょう、

よくないよりあったほうがいいとかと、施設なんかも含めてそういうことを言葉にするんで

すけれども、私は本当にこれはやっぱりあったほうがいいのかなというふうに常々感じてお

りましたし、ほかの同僚議員もやっぱりそういうふうな思いでいるでしょうから、どうした

らできるのかなと。 

  先ほど、課長のほうから、自分が自宅から役場に来るまで10分ぐらいかかるよと、そうい

うタイムロスというふうなことをおっしゃいましたけれども、役場は常に役場の庁舎の中に
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職員がいるわけですよね。いない時も、日直者ですとかあるいはそういう方が常駐していま

すので、その辺はお願いをすれば可能じゃないのかなとか、あるいは、各分団でのサイレン

吹鳴、その辺ができないのかなというふうな思いも今してきたんですけれども、その辺はど

んなでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、役場に関しましては、もう夜間は今民間に委託しているんです、

役場の職員はいません。その中で、今、課長が言ったような体制になると考えております。 

  やっぱりサイレン、民間委託の方にサイレンとかそういうのを任せるのは無理があります

もんで、そういうことで日中はいますけれども、夜間はいませんもんで、そういう答弁をし

たと思います。だから、いつも役場の職員がいるという考えはちょっと、捨てていただきた

いと考えております。 

  じゃ、各地区の分団に任せてやったらどうかという話の中で、それも、そういう話も、そ

うするとまた誤解が誤解を生んで、そこをやったらじゃまた自分もやるのかというのをやっ

ていきますもんで、できるならばやっぱり言ったのに本当、そうれはもう昔でも怒られます

けれども、やっぱりサイレン吹鳴というのはもう前からのことで、やっぱり習慣になってい

るもので、皆さん方もそうして育っているからやってほしいと。やっぱりある程度の高齢者

という言い方はおかしい、我々もはっきり言ってそうですよ、やっぱりサイレンがあったほ

うがいいかなと考えますけれども、やっぱりそれは時代の流れの中で、だんだんとなくなっ

ていく方向にいっていく中で、やっぱりその方向で町はそういう指導をしていきたいなとい

う考えの中で、もう一度、仮に消防団のほうで、そういうことをやっているとなれば全分団

が、またそれも一つの考えです。そういうことも出てきておりませんもんで、できればそう

いうような方法でいきたいというのが町の考えでありますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、１番、楠山議員の質問を終結します。 

○１番（楠山節雄君） どうもありがとうございました。 

○議長（村木 脩君） ここで、11時15分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時０６分 

 

再開 午前１１時１５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、災害対応についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） おはようございます。 

  今年は非常に寒さが早くなりまして、厳しい季節を迎えております。町長を初め、職員の

皆様方には体調には十分気をつけまして、住みやすいまちづくりに励んでいただきたいなと

思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、第１問、災害対応についてお伺いをいたします。 

  台風15号により甚大な被害が発生し、町としても公共用施設や農業用施設等の早期復旧に

全力で取り組んでおるところでございます。一方、民家におきましても大きな被害が発生し、

さまざまな課題も浮かび上がってまいりました。 

  そこで、以下の点を伺います。 

  １点目、台風15号における住宅の被害状況は。 

  ２点目、被災者の中には罹災証明を申請していない住民が多く見受けられますが、罹災証

明書はどの程度で申請をするものですか。 

  ３点目、罹災証明を申請した人数は、今回はどれぐらいおりましたか。 

  ４点目、公的支援を受けるには罹災証明書は必要ですか。 

  ５点目、台風時に同報無線が聞き取れなかったとの声も多く上がっておりますが、災害時

における同報無線の役割は。 

  よろしく御答弁のほど、お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第１問、災害対応については５点からの質問となっており
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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、本年９月に当町を襲った台風15号は、公共施設のみならず、

住家にも甚大な被害をもたらしました。被災された町民の皆様には、心よりお見舞いを申し

上げます。 

  この台風による被害状況を把握すべく、総務省が示す被害認定基準運用指針にはかりまし

て、損傷の程度の把握に努めた結果、９月18日時点で、軽微な一部損壊を含む住家の被害は

96件を確認しております。 

  次に、２点目についてですが、罹災証明書を申請する程度や基準といったものはございま

せん。被災者の方が加入されている損害保険等で保険金を請求されたり、金融機関からの融

資を受ける場合など、被災者の方が申請されるケースが多いので、ご理解をお願いいたしま

す。 

  次に、３点目についてですが、台風15号により、罹災証明書を申請した方の人数は現在の

時点で63人となっております。 

  次に、４点目についてですが、被災者の方にはさまざまな公的な支援があります。その支

援を受ける際に、被災の原因となった災害や被害の程度を証明するものとして、罹災証明書

が必要になることは多いと思いますので、支援を受ける窓口で罹災証明書の必要の有無を確

認していただくことが重要であると考えております。 

  次に、５点目についてですが、同報無線につきましては、台風のみならず災害における情

報を伝達する重要な役割を担っておりますことは、鈴木議員も御存じのことと思います。 

  同報無線は、スピーカーから空気を振動させ音声に変えているものであるため、風雨の強

い場合には障害を受け、聞きづらくなることは避けられないものと考えております。このよ

うな現象を少しでも解消すべく、本年度より更新しております子局の更新工事におきまして、

一部ではありますが、比較的風雨に強いとされている高性能スピーカーの設置を進めており

ます。 

  しかしながら、屋内におきましては、住宅の気密性の向上などにより、現状以上の音量を

上げることは騒音等の問題から大変難しい状況もございます。 

  昨年、議会の特別委員会から、防災情報システム整備につきまして答申をいただいている

中にも触れておりますが、同報無線の特性を踏まえまして、屋内に情報を伝達するための手

段といたしまして、同報無線の戸別受信機や本年４月よりスマートフォンに音声を転送する

コスモキャストシステムや、文字表示になりますが、テレビにポップアップ表示するテレビ
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プッシュシステムを導入したところであります。 

  これらのシステム導入に伴い、テレビプッシュ受信機や同報無線の戸別受信機の購入に対

し補助する要綱もあわせて制定をしてございますので、積極的に制度を活用していただきま

して、情報が届かないことがないよう、住民の皆様に機器等の導入を進めていただきたいと

考えております。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 町長、答弁ありがとうございました。 

  まず、最初に、順番は違うんですけれども、この同報無線について、先にお伺いをしたい

なと思っております。 

  この同報無線につきましては、今回、非常時でもなかなか聞こえなかったというそういう

ような声が、自分のところにも寄せられておりますものです。言っては申しわけないんです

けれども、高齢者の方たちが、自分と同じような年代の人たちが、今回この災害のときに、

この同報無線が聞きにくかったよという話、聞き取れなかったという、そういうお話があっ

たもんですからね。 

この同報無線については、平常時においても町民の方からは、今までの女性の方は聞きや

すかったんだけれども、今度の女性の方はなかなかトーンが違うし、わからないよという、

聞きにくいよというその声が結構あるわけなんですよね。私なんかも気をつけて聞いていて

も、最後にわかるのは、広報東伊豆ですというあの言葉が一番よくわかるんですけれどもね。

できれば、そういう声が大きいと、多い、町民の間から上がっているということだけは認識

していただきたいなと思うわけですけれども、今回のこの一番大事なことは、災害時に聞こ

えなかったという、ここら辺を重点的に町のほうにお願いして、平常時とは違うような放送

の仕方というものがないのかなという、そこら辺を伺ってみたいなと思うんですよ。 

  これを結構、私もいろいろな人、私にこれ聞こえなかったよと言う人はいるんですけれど

も、それ以外の人たちにそういう人たちの声を届けるために、おたくさんどうですか、どう

ですかとこう聞いたときには、うちは近くてよく聞こえるけれども平常時はうるさいだよと

いうそういう方と、それから遠くの方は、今言ったみたいに、おらところは聞こえないから

さという、ここの格差が結構あるということも、平常時にもあるんですけれども、今回の場

合はこの災害時においてのやはり命にかかわる避難だとか、そういう情報等につきましては、

何か一考をお願いしたいなと思うんですけれども、町長、いかがですか。 
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○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 同報無線につきましては、もう風雨の、平常時は、言ったように、近

くの人はうるさいとかね、遠くの人はまあいいと、そういう問題は、この風雨の対応という

か、基本的には自分はもう同報無線、役に立たないと考えています。やっぱり基本的には、

今言ったように風雨が強ければもう全然だめです。 

  その時は、当然窓とか閉め切った中で、もう気密性が高くなっているもんで、やっぱり外

のその音声というのは聞きにくい、これはもう、そのときは外の同報無線、これはもう役に

立たないと自分自身は考えています。 

  そういう中で、壇上で言ったように、高齢者をまた考えますとやっぱり情報配信メール、

そしてコスモキャスト、テレビプッシュ、それと個別受信、これ個別受信に関しましては後

でまた説明いたさせますが、新年度からは、ちょっと助成制度の動きの中で多くの方にやっ

ていただきたいと。 

この前来た先般は県だったよな、国のほうも何か総務省のほうが何かやるようなことをち

ょっと聞いたもんで、何しろ、より多くの方にこの個別受信をやってもらった中で、やっぱ

り風雨の強いときはもうそれが多分そういう情報配信メール、同報無線はもう役に立たない

と考えておりますので、そういう設備、そういうほうのをちょっと充実していただきたいな

と考えております。それでよろしいでしょうか。そういうことでございます。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） ただいま、町長のほうからもお話がありましたように、議員の皆

様のほうには個別受信機、受令機というのをお渡ししていると思いますが、その受令機の設

置に関しまして、この４月より補助要綱をつくっておりますので、それで整備していただけ

ればなと思っています。 

それについては同報無線しか聞こえませんので、常時いる部屋に置いていただく等、あと

ＦＭ波を使っているもんですから、ＦＭの電波の届かないところにはちょっと個別受信機と

いうのはなかなか設置できないようになりますが、通常、ラジオが聞こえるところについて

は、その個別受信機が有効かなとは思っていますので、よろしくお願いします。 

○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） この同報無線につきましては、町民からこういう声がありましたよ

という、それをお届けしたという形の中で、できればまたいろいろと考えて善処していただ
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きたいなと思います。 

  今回の大型の台風に私たちは襲われたわけなんですけれども、テレビなんかでは、これか

ら、今回今年この発生したような大型台風が来年以降も非常に多く発生するんではないのか

なというような予測がされているわけなんですけれどもね、この形の中で、私、全協の中で、

町の被害状況の報告がされたわけでございますけれども、そのときの中に、この罹災証明を

申請された住民がおりますというのを聞きまして、私も本当に勉強不足で恥ずかしいんです

けれども、この罹災証明についてはどういうものなのかなという、私ですよ、私が勉強不足

でよくわからないものですから、今回この一般質問で教わっていきたいなという形の中で、

一般質問させてもらうもんですから、よろしくお願いしたいなと思います。 

  私もいろいろと資料を調べたんですけれども、「罹災証明とは？今だからこそ知っておき

たい発行の方法とメリット」というのがありまして、このメリットとは何なのかなと、それ

もわからないんですけれども、この罹災証明を役場に申請する程度ですよね、被害の程度、

この程度はどのぐらいのものかどうか。自分たち、今度の場合は自分の自己判断の中で、い

や瓦が20枚ぐらいだからいいやとか、それから、保険の対象になって、そこで直してもらえ

るからいいやとかといって、役場に届けなかったというのが、自分の場合もそうですけれど

も、うちの近所でも結構あるんではないのかなと思っておるわけなんですよ。 

  それで、この罹災証明というものは、役場にこの被害報告だとかを、住民の方が電話か訪

れたりして、うちはこういう被害に遭いましたよという、そういう報告をするときに罹災証

明についても申請をしたりするのかなと。私、今そこら辺がわからないんですけれどもね。 

  そこで、そういう一つの方法と、この罹災証明というのは何のために必要で、申請したほ

うがいいですよとかということがわかれば教えていただきたいなと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 具体的なことはちょっと担当課から説明いたさせます。 

  要するに、罹災証明というのは、やっぱり手順から言ったら、本人が役場に来た中で、そ

れでやるのがまずは一般的ではないかと考えているんですよ。罹災証明の内容とかそれにつ

いては原課のほうから説明いたさせますが。 

  やっぱりこの罹災証明の発行も、来た人はすぐ出してほしいなんて、結構遅いなんて言わ

れておりますよ。これやっぱり罹災証明を書くのは現地に行って、ちゃんと現場を把握した

りする中で、だからすぐ出すというのは、罹災証明を申請した方はもう当然そうでしょうけ

れども、なかなかこれには日にちがかかるということだけは、この場をかりてちょっと説明
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したいと思います。 

  要するに、前回、函南町長と一緒になったんですけれども、やっぱり函南町長も、函南も

相当の被害を受けた中で罹災証明の発行をしたとき、やっぱり担当職員だけじゃできないも

んで、清水町とかそういうところから職員を借りた中で、その罹災証明の発行をしたことを

言われておりますので、やっぱり罹災証明はやるにも現場確認もありますもんで、すぐその

場で書けないということだけは、ちょっと町民の方は理解していただきたいと思います。 

  あとは、事務的なことは担当課から答弁させます。 

○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） 罹災証明ですけれども、罹災証明は風水害や地震等の自然

災害により、住居などが被害を受けた場合、被災者からの申請に基づき町が交付する証明書

です。災害基本法の罹災証明の交付が規定されております。 

  申請につきましては、被害の状況が確認できる写真を添付して、印鑑が必要となります。

申請から１週間から２週間で調査を行いまして、被害の程度を判定し、罹災証明を発行して

おります。申請書の住所のほうに罹災証明を郵送しております。 

  また、罹災証明書は、損害保険等で保険金の請求をされたり、金融機関から融資を受ける

場合などに罹災証明などが必要となります。また、公的な支援として、災害弔慰金とか災害

障害見舞金、被災者再建支援制度、そういったものに必要となる場合があります。 

  また、資金の貸し付けとして、災害援護資金や生活福祉資金の貸し付けなど、そういった

ものにも罹災証明が必要となることがあります。 

  住宅関係では、応急仮設住宅への入居とか、災害救助法による被災住宅の応急修理など、

ほかにもさまざまな公的支援があると思いますので、その窓口で罹災証明が必要かどうかと

いうことを確認していただくことが重要かと思いますので、御理解をお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 税務課長。 

○税務課長（福岡俊裕君） 災害にかかる住家の被害が発生した場合、罹災証明を発行するた

めには、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」にのっとり、災害ごと

の調査方法で調査を行うこととなっております。 

例えば、地震とかの災害が発生した場合には、１次調査、２次調査、風害による被害が発

生した場合には、１次調査、２次調査なしに直接の調査という形で、細かく基準が定められ

ております。 
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  なお、この運用指針につきましては、内閣府のホームページでどなたでもごらんいただけ

るようになっておりますので、参照していただければと思います。 

  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、課長さんたちから答弁いただいたんですけれども、非常に、ご

めんね、自分の能力では理解しにくいなという点があるんですけれども。 

  直接的にちょっと聞きたいんですけれども、この罹災証明、これをさっきの被害状況に応

じて申請しても認められるか、認められないのかというのがあるのではないのかなと私は思

うわけなんですよね。 

この町のほうから被害が大きくて、罹災証明が発行されたとしたならば、町からは住民税

だとか固定資産税の減免とか、そういう形が受けられるのかなということも、今の話の中で

はちょっとあったのかな、なかったのかなと、わからないんですけれども、そこら辺がちょ

っと定かに聞こえなかったものですから、難しい点じゃなくして、罹災証明を受けないとそ

の被害が大きくても町からのそういう公的な支援ですか、そういうものが受けられませんよ

というのがあるんでしたら、また御答弁をお願いしたいなと思います。 

○議長（村木 脩君） 税務課長。 

○税務課長（福岡俊裕君） まず、住民税及び固定資産税の減免につきましては、被災者の方

からの申請によって行うものとなるんですけれども、住民税及び固定資産税につきましては、

町の税賦課徴収条例の中に減免に関しての基準がございます。この基準にのっとって計算を

することとなっておりまして、実際に災害が発生したときに調査をする、内閣府に定める先

ほど申し上げました運用指針とは若干基準が異なっております。ですので、基準にのっとっ

て、全てが減免の対象になるというような判断がされるものとは、またちょっと基準が違う

ということになっております。 

○議長（村木 脩君） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 今度のあの台風15号においては、自分たちの地域でも、稲取地区、

東区から西区にかけては相当の被害が、屋根の被害ですよね、これが発生したわけなんです

けれども。それから19号は、稲取でいうと温泉場のほうが非常にやられたという形があるん

ですけれども、今テレビで報道されているような、東北の方みたいな、ああいう川の氾濫と
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か、ああいう形がこの町では起きなかったものですから、今度の罹災証明の発行の中で、今、

課長が答弁していただいたみたいに、どこまで町の救済として、固定資産税の減免だとか、

住民税の減免だとかが受けられますよという人は出なかったという形だろうと思うんですけ

れども、これから、先ほど言ったみたいに、この町は地形的にはああいう洪水とかは起きな

いんですけれども、地震災害だとかというのはございますから、被害が出たら、やはり町民

の方たちには、自分は今回怠ったわけなんですけれども、自分はこういう被害を受けました

よというのは、町のほうには相談とか通報ですかね、そういう形をしっかりと町民の方たち

がしていくという意識革命が私は大事じゃないかなと思うわけなんですよ。 

  先ほど、町長から答弁いただいた被害の件数につきましても、軽微なものから含めたら非

常に少なかったんじゃないかなと、私、思うわけなんですよね。 

  だから、この罹災証明とどういう関係があるのかという形は別としましても、町のほうが

町内なりの中での被害状況を把握するときには、やはり数字というものが大事だと私は思う

わけなんですよね。 

  そうなってきますと、うちは大きな被害だから役場には報告したけれども、軽微な被害だ

からしなかったよ、そういう人たちが今回多かったような気がするんですよね、私。 

  だから、できれば町民意識の中では、やはり台風だとか、そういう津波のときだとか、災

害が起きたときには速やかにね、役場のほうに、私たちの家はこういう被害に遭いましたと

かという情報を寄せていただきたいなと思うわけなんですけれどもね。これは町長じゃなく

て、町民の方たちに今お願いをしているような形なんですけれどもね。 

  ふるさと納税のこのふるさとチョイスの中では、ちょっとごめんなさい、眼鏡かけます、

令和元年の台風15号の災害支援金を募っておりました。このふるさとチョイスの災害支援の

全国の合計寄付金額が４億1,000万円ほどございます。その中には、東伊豆町でもふるさと

チョイスで、令和元年台風15号復旧支援に伴う緊急寄付金受け付けフォームを開始いたしま

したとして、災害の支援を募っておりました。その結果、100件153万9,000円を寄付してい

ただいておるわけでございます。 

  そのお礼の言葉の中に、「このたび、たくさんの方より暖かい御支援を賜り、心より感謝

申し上げます」、いろいろありましてね。最後のほうに「家屋破損や道路崩落、倒木」、い

ろいろありまして、「全面復旧に向け、日々努力をいたしておりますのでよろしく」という

お礼の挨拶がございました。 

  この言葉の中にありますように、この罹災証明があるとないとでは、この寄せられた支援



－41－ 

金や救援物資、今回この救援物資はないんですけれども、この配布などには支障を来すかど

うかをお聞きしたいなと思います。 

○議長（村木 脩君） これは、次のふるさと納税じゃなくて、災害の中での。 

○１２番（鈴木 勉君） これは違うんです。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） その罹災証明は関係ないと思いますよ、私は、その納税に関しまして

はね、それは。 

  それで、今言ったように、96軒というのは、これはあくまでも壇上で言ったように、この

総務省が示すこの被害認定基準運用指針にのっとった中でやったもんで、今、鈴木議員が言

ったように瓦20枚が、それはもう全然入ってこないもので、それで96、そういうのが入れば

当然それはすごい数になってくると思います。 

  ただ、例えば、それが、じゃ、罹災証明書を出すような事案かとなると、それはちょっと

違うんじゃないかと思いますけれども、そういう軽微なものを含めるとそれは相当な数にな

ることは、この私も副町長含めた中で、ずっと町内を巡回させてもらって、現場を見た中で、

やっぱりそれは相当な数があると考えております。 

  そういう中で、この台風15号、本当、町の被害、これ本当に千葉県の房総のところとか、

本当この台風の風によりまして、もうそっちにほとんど目が行っちゃったもんでね、ふるさ

とチョイス、本当100万円、そういう中で寄付してくれた方は本当に町としても大変ありが

たいと思っております。その浄財は本当にその復旧に向けた中で使っていきたいと考えてお

ります。 

  本当、台風15号もうちもやったり、その房総はもうそれ以上に本当に悲惨な状況をテレビ

で見ていますとね、あれがちょっと台風がずれたことによって、いつうちの町に来るかもわ

からないと思っています。 

  そういう中で、やっぱりいざ罹災証明とかそういう情報発信ね、これはあとで町のホーム

ページか何か、またいろんな知らしめてもいい。いざ大きな災害が起きた場合はこういうこ

ともありますということを知らしめたほうがいい。要するに、函南町でも結構そういうこと

をホームページを使ってやっておりますもんで、そういうことを今度の大きな災害に対して

は、その辺の情報発信はしていかなければならないかなと今考えているのが現状でございま

す。 

  以上です。 
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○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいまの町長の答弁にちょっと追加の説明をさせていただきま

すけれども、このたびのふるさと納税の中で、今回の災害のほうを掲載させていただいて、

９月９日から立ち上げまして、ふるさとチョイスのほうで100件の153万9,000円、それから

楽天のほうですけれども、これについては317件の112万6,000円、合計で417件の266万5,000

円というふうな形の多くの方に御寄付をいただきました。 

これは、あくまでも見返りを求めない、本当に無償で寄付していだたくと、そういうこと

だもんですから、そのネットの中にそういった被害の状況を克明に書くということは、どこ

の市町もやっていないと思いますので、ただ私どものほうでは、できるだけ皆さんにわかり

やすく、水道の施設が壊れているということで、その辺の写真を中心に掲載させたというと

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 税務課長。 

○税務課長（福岡俊裕君） 先ほど、運用の指針につきましてお話をしたんですけれども、具

体的にどの程度で減免になるかというのがわかりにくかったと思いますので、具体的な数字

を出して申し上げますと、家屋の減免を受けるためには20％以上の損傷が必要となります。

内、これ一例なんですけれども、風害があったとしまして、屋根の全てが損傷をしたという

場合で15％の損傷割合となるということで、参考までにしていただければと思います。 

○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） 課長さん、ありがとうね。 

  今回の場合、自分も先ほど言ったみたいにそうなんですけれども、自己判断というのがあ

って、この程度ではさというのがあったものですからね、被害届というものも、先ほど言っ

たみたいに、役場のほうには通報していなかったというのが現実なんですけれどもね。今回

これ、15号においての話なんですけれどもね、これから先のことに関しましては、やはりこ

ういう学ぶべきものは学んでおいて、皆さんの知恵も相当深くしたほうが、町民の方たちも

いいじゃないのかなという思いがあります。 

  それから、私の検索は、すみません、ＹＡＨＯＯなもんですから、先ほど総務課長さんが

言われた数字については、私は楽天はちょっと把握していないもんですから、過少の数字で

申しわけないんですけれども、２つ合わせたら400万円以上の救援金が集まっているんじゃ
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ないのかな。それを有効に使っていただきたいなという思いなんですけれどもね。 

  それから、今のパソコンを私は検索をしておりましたら、被災されたある自治体のデータ

が出てきまして、この自治体では市民の皆さんに次のような内容が呼びかけられております。

これ、台風19号に関しての被災された市でございますけれども、名称はちょっと省かせてい

ただきたいなと思っております。 

  10月12日に、罹災証明のための調査申込受け付けについてという形の中で、申し込みの受

け付けの時間とか、電話での受け付けのみとなりますと。この10月13、14日、日曜日と祝日

は電話だけでの受け付けになります。15日以降は、電話及び課税課の窓口での受け付けとな

ります。この注意事項の中にも、お申し込みの前に修繕や補修を行う場合は、被害状況がわ

かる写真などを記録しておいてくださいという注意書きがございまして、その文面の続きの

中に、台風第19号に伴う床上浸水等の被害に対する見舞金の支給について、住居に床上浸水

被害を受けられた方を対象に見舞金を支給いたします。 

見舞いの金額は、住居床上浸水１世帯につき１万円。その申請時に必要な書類、いろいろ

と必要な書類の中の掲載がありましたんですけれども、その３番目に、床上浸水が確認でき

る書類、写真など、または罹災証明書を持参してくださいという、このような情報が市民に

発信されておるわけなんですけれども、東伊豆町ではこういう情報というのは流したんでし

ょうか、どうか、それをお聞きしたいなと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） そのような情報は流しておりません。 

  基本的には、大災害になった場合、そういう情報をもう当然情報を流さなければならない

と考えております。今回はちょっと全壊……、全壊があったっけか、全壊はありません。や

はり、町内の状況を見た中で、そういう状況じゃない中で。やっぱり今回、罹災証明が来た

ら基本的には保険会社から、これほしいよという、添付してほしいよ、そういう中での罹災

証明がほとんどではないかと自分は考えておりますもんで、いざ大災害が発生したときは、

やっぱり当然そういうようなことはもう町民に情報発信しなければいけないと考えておりま

す。その辺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） 今度の、先ほどから見て、東伊豆町も被害があったんですけれども、
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東北の方から比べると、比較すると何ですけれども、我が町ではこういう情報を発信しなく

ても済んだなという形だろうと思うんですけれども、備えとしてね、そういう気持ちも一つ

準備していただきたいなと思いまして、１問につきましては終わらせていただきます。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、ふるさと納税については、午後１時よりとします。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時５１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 午前に引き続き一般質問を行います。 

  12番、鈴木議員の第２問、ふるさと納税についてを許します。 

  12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） それでは、第２問、ふるさと納税についてをお伺いいたします。 

  総務省は、過熱する返礼品競争を是正するため法規制を実施いたしました。東伊豆町の平

成30年度の実績は、前年度に比べ25％減という厳しい結果が報告されましたが、ふるさと納

税寄付金アップについて、以下の点を伺います。 

  （１）ふるさと納税はどう使われていたか。 

  （２）増額対策に新しいポータルサイトの準備や首都圏でのＰＲの実施とあるが、その内

容は。 

  ３点目、寄付しやすくするために、使い道の細分化、明確化を提案するが、町長のお考え

を伺いたいと思います。 

  御答弁など、よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 鈴木議員の第２問、ふるさと納税については３点からの質問となって

おりますので、順次お答えいたします。 

  １点目についてですが、このふるさと納税では、寄付者に使い道を選んでいただき、その
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意向に沿った事業に充当をしております。 

  議員の皆様には、当初予算などの資料で充当事業の説明をさせていただいておりますが、

具体的には、平成29年度には小規模保育事業補助金や稲取漁港直売所の設計費などの３事業

に、平成30年度には若者定住促進住宅取得補助金や保育料の多子軽減事業などを初め、15事

業に合計約１億円を充当しております。 

  詳細につきましては、主要施策の成果説明書やホームページにも掲載しておりますので、

ご確認をいただきたいと思います。 

  次に、２点目についてですが、この７月より新しいポータルサイトにて、楽天をスタート

させました。経費につきましては、寄付額の最大11％となっております。 

  また、首都圏でのＰＲ活動として、当初予算で27万2,000円の旅費を計上しております。 

  次に、３点目についてですが、新しい制度でのふるさと納税は、いただいた寄付がどのよ

うに活用されていくかを、明確にわかりやすくお伝えすることが重要であると認識しており

ます。 

  使い道の細分化につきましては、余り細かくしすぎると管理が大変になりますので、現在

の５つの使い道以外に、より具体的な使い道を来年度に加え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） 12番、鈴木議員。 

（１２番 鈴木 勉君登壇） 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁、ありがとうございました。 

  このふるさと納税の寄付された金額というものは、この町にとっても非常に大切な財源で

あって、いろいろなまちづくりに使っているよという、そういう認識でよろしいんですよね。 

  言うなれば、この金額というのは、自分たちもこのまちづくりを考えていく中では、町長

も考え方は同じだろうと思うんだけれども、もっと金額が大きくなればいいなという気持ち

がそこにあらわれているんじゃないかなとは、僕も思っておるんですけれどもね、この、今

答弁の中にありましたポータルサイトにつきましては、いろいろあるんですけれどもね、今

度やる形のポータルサイトにつきましても、私もこの非常にその効果というものには期待し

ておるわけでございます。 

  そういう中で、このふるさと納税をしてくれる人は寄付をする先をどう決めるのかなと、

私もなかなかわからないんですけれどもね、その点がわかったら、非常にもっと寄付をいた

だけるんじゃないかなと思うわけなんですけれどもね。 
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  ふるさと納税も始まりまして、もう何年も経つわけなんですけれどもね、こういう中で例

のああいう非常に集めるノウハウの優れた人がいたという形、いいほうにとればそういうこ

となんですけれども、我が町にとりましては、ああいう外れたような大きな考え方がないん

ですけれども、できれば今までこの町に寄付をしていただいたそういう方たちをリピーター

として期待していく、これが一つの大きな要因じゃないかなと思っておるんですけれどもね。 

  私は、このふるさと納税をしたことはないんですけれども、もしね、先ほど言ったみたい

に、どうしてこの寄付先を選ぶのかなと、そういう観点で自分がその立場になってホームペ

ージを開いてみたんですけれども、最初はその品物を、どの品物を、肉だとか、魚とかいろ

んなこうあるんですけれども、何にしようかなというところから始まるんですけれどもね、 

そんなときでいろいろ品物に迷っているんですけれども、この品物を決めようかと思って、

よその町を開くよりも自分たちの町だと思って東伊豆町のホームページを開いて、ふるさと

納税のところを開いてみますと、この品物人気ランキングというのがあるんですよね、選ば

れる。その中で、それをクリックすると一番最初に出てくるのが東伊豆じゃなくて全国の自

治体のランキングがずっと出てくるわけなんですけれどもね、その特産品の還元率ランキン

グというサイトがそこにありましてね、それを開くと、サイトの説明は時間がかかりますか

らやめますけれども、それを検索していくと、この還元率のランクの全国の自治体の中で静

岡県は20番目なんですよね。この20番目の静岡県の中でも、もっとこの東伊豆町は27.3％の

還元率で、県内で27番目、この郡下でも一番下の還元率なんですよ、低いんですよね。品物

が悪いということではないんですよ。 

  こういう形の中で考えていくと、やはりこの返礼品を選ぶときに、その人が、還元率がい

いもの、１万円いただいて3,000円のものが来るのか、１万円を寄付したら5,000円のものが

来るのか、払うのは3,000円なんですけれども、価値観の問題なんです。 

  そこら辺がランキングでトータルされると、東伊豆町は１万円に対しては3,000円なんで

すよ、ぴったり3,000円の商品。27.3％というのは、還元率でいくと、ちゃんとしたものを、

総務省が決めたとおりにやっていますよということなんです。中には、倍ぐらいのものを返

してもいい、6,000円ぐらいの品物も業者が出してもいいですよというところがあるんです

けれどもね。 

  そういう形の中でいくと、東伊豆町にそれをやれと言っているんじゃないですよ、私がも

し選ぶとしたら、なかなかこの東伊豆町の商品にしようかなという気持ちには、初心者はな

れないなというのがあるんですよね。 
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  それで、その還元率で返礼品が選ばれることができなかったら、何か別の方法があるんじ

ゃないかなと、もっとふるさと納税の仕方があるんじゃないかなと思って検索していったん

ですけれども、それで多くの自治体では、これ英語ですけれども、ちょっと大変なんですけ

れども、ガバメントクラウドファンディングという、そういう形でふるさと納税を募ってい

る自治体が非常に多いんですよね。今、課長さんはわかっているから、うなずいていますけ

れどもね。 

  この実施している全国の自治体、非常にこう、検索するとすごく出てくるんだけれども、

それはその一例です。これは実名を出しても大丈夫だと思うんですけれども、北海道の東川

町では人口の減少対策事業で６億608万4,600円かな、集まったそうですよ、この事業だけで

ね。それから、福井県の坂井市では12の事業で募った金額３億3,000万円を募集して、37％

が集まったそうですよ。こういうやり方が全国の自治体では非常に多くなってきているわけ

なんですけれどもね、こういう募集の仕方をしたときに応募した人の応援メッセージがあり

まして、その人なんかも、寄付の使い方が具体的で非常にわかりやすいから、私も賛同して

この事業には寄附させていただきますと、そういう応援メッセージがあるわけなんですけれ

どもね。 

  東伊豆町でもこのお礼の品なしの寄付の中で、この自治体への応募寄付を御希望の方はと

いう形の中で、先ほどの選び方の中で１つあるんですよね、窓口がね。それで、こういう形、

東伊豆町も考えているわけなんですけれどもね、本当に、先ほど言ったみたいに、今までみ

たいに返礼品合戦でふるさと納税を考えるよりもですよ、このガバメントに協賛いただける

そういう人たちが今非常に増えてきていますから、東伊豆町でもこういう事業計画を立ち上

げましてね、そこに提案していって、募ったらどうかなと思うんですけれども、いかがです

か。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） このふるさと納税、私はもう最初は趣旨が違うということで力を入れ

ませんでした。そういう中で、基本的にはそういう商工業者、農業者ですね、やっぱりある

程度力を入れた中で町を発信したらどうかなで力を入れ始めて、今の状況にあります。 

  そういう中で、まず言ったのは、まずその国の基準、これを絶対超えちゃいけないよとい

う中でその還元率は低いです、本当に。それが、これは超えてしまったらね、私はちょっと

趣旨が違うというもんで、この基本だけはもう絶対守らなければならないということで、ふ

るさと納税をやっております。 
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  そういう中で、この返礼品合戦、激しいもんで、総務省の、もう御存じのように、ふるさ

と納税に対しまして結構入ってきているとね。もううちの町は自信を持って、このふるさと

納税に関しましては、今まで国の意向に沿った中で、うちの中でもうそれに関しては、寄付

金額はそれ相当にありますけれども、それに対しては自負しておるところでございます。 

  その中で、今、鈴木議員からそういう具体的にクラウドファンディング事業をやってはど

うかと、それは一つ提案で、今までそれが町長にお任せというのがあったんです。それが町

長にお任せというのが、基本的にはこれからまちづくりをやる中で、町長が思っているまち

づくりをやりなさいよという中でやったんで、今度は具体的にそれじゃ、町がこういう施設

をやるから、これに対する寄付金ね、それも一つの方法だと思いますもんで、それは総務課

長もいろいろ考えていると思います。今後、幅広くそういう中で検討したらね、今、鈴木議

員からクラウドファンディングね、これまたそういう一つの公式サイトがあるんだけれども、

それとは別に、基本的には、じゃ、ふるさと納税をやってもいいのかなということを思いま

す。これはちょっと検討させていただきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） 鈴木議員がおっしゃるとおり、まさにその商品ではなくて、これ

からは本当にこれをどういうふうに使っていくかという、そういうことだと私も、おっしゃ

るとおりだと思っております。ガバメントクラウドファンディングということで、地域おこ

しの具体的なそういったプロジェクトを支援するというふうな観点から、やっぱり全国の人

が、寄付する方がイメージを描いて、振り向いて共感してくれるような事業、そういうプロ

ジェクトでなければいけないというふうに思っております。自分たちが、やっぱり創意工夫

して、そういう発揮できる大きなチャンスだと思っております。 

  我が町に当てはめてみますと、全国区にやっぱり有名なものでないといけないということ

で、例えば、雛のつるし飾りの伝統文化の継承ですとか、あるいは、細野高原の自然環境の

保護、それから、日本で初めて常設になった、もう35回も開催されております、５万人以上

が山で参加しているクロスカントリーコースのリニューアルというふうな、そういった名目

もおもしろいのではないかなということです。それから、あとは農業とか漁業の支援、アワ

ビの放流ですとか、稲取のキンメのそういった保護というか、これから増やしていくとか、

そういった、全国の人たちが振り向いてくれるようなそういうものを、例えば、午前中、楠

山議員からいただいた１人１アイデアなんかでも、職員の皆さんに募って、役場の全体でそ
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ういうものをつくっていくというのもおもしろいかなというふうに考えおります。 

  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） 課長ね、ごめんね、僕さ、この担当してくれている人たちが非常に

努力していないとかとそういうことを言っているわけじゃないもんで、御理解をお願いした

いなと思っています。一生懸命やってくれていることは、非常に重々承知しながら、質問し

ておりますからね。 

  それで、今、課長が答弁してくれたみたいに、やっぱり自治体が物を考えて、その企画が

賛同していただけるかどうか。 

  先ほどの北海道のあの町は、先ほどの数字以外に100億円ぐらいの事業を立ち上げている

んですよ、20個ぐらいの。それ一つ一つに予算を、目標金額を組み込んで、達成率が出てく

るわけなんですけれどもね。そういうやり方でやっていますから、非常に大きな金額を募集

していまして、達成率が100を超えているところもあるんですけれども、そこまで行かない

という事業もいっぱいあるんですからね。私も、東伊豆町でもそういうことをやっていただ

きたいなと思っているわけなんですよね。 

  それで、今回この東伊豆町でふるさと納税をどうかなと質問させてもらった一つのまた理

由があるんですけれどもね。私、かねてから、一般質問の中で、東伊豆町の少子化対策とし

て何度も質問をしているわけなんですけれども、国の制度とは違ってね、この町の奨学金を

利用して卒業後にＵターン、Ｉターンをして、定住していただける若者には、返済をしなく

ても済むよという、この給付型の奨学金制度を何回も町長に提案をしておるわけなんですけ

れどもね、その町長の答弁には、そういう提案もいいことだけれども、資金の捻出がなかな

かできないというのが、答弁の内容でありましたもんですからね。 

  この、今私が質問しているこのふるさと納税をする人にこの制度を理解していただけるよ

うに、企画をしていただいて、内容もちゃんと説明をしてね、この事業計画を今の形の、課

長が言われた事業の中に組み込んで、また、１、２、３、４であるじゃないですか、そうい

う形の中で組み込んで、この事業を立ち上げたらどうかなと思っているわけなんですよね。

これは、集まるか集まらないかです。集まらなくても、我が町はいいじゃないですか。賛同

してくれる人が何人いるかなという形ですよ。 

  それで、自分たちが募集する金額を目安として、達成率が100だったらすばらしいもんで
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すし、30でも、そこで何人かの人たちが理解してくれていると、それを基金とする形は、私

はこの制度としてね、東伊豆の少子化対策には役立つのではないかなと思っている、執念が

ありましてね。その点はお願いして、このふるさと納税を終わりたいなと思いますけれども、

よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当そのふるさと納税を１点、その奨学生制度ね、それは大変すばら

しいと思います。それはやりたい。しかし、一番の問題は、やっぱりその子たちが来て勤め

るところなんですよね。やっぱり奨学金をやって一生懸命勉強して、帰りたいと思っても、

その勤める場所がないのが一番問題で、やっぱりそこを何とかしなければ、その奨学金をや

ったときにですね、そういうことも考慮した中でやらなければ、ちょっと厳しいかなと考え

ております。 

やっぱり後継者とか、そういう方は大変いい制度だと思うが、やっぱり一旦、次男、三男

が帰ったときに、それを受けた中では、またこっちへ戻ってくるとやっぱり働き場所がない

ということが、これは全国で役員やらせてもらっているけれども、全国の町長さんたちはや

っぱりそこでございまして、田舎に来るほど働く場所がないから厳しいよな、やっぱり近隣

に大都市があれば、それはベッドタウン化した中で結構やっておりますけれども、こういう

ところ、近隣に企業がない、やっぱり地元に企業はない、そういうところは大分苦慮してお

りますので、一つ、鈴木議員の提案という中で、これはちょっと検討させていただきたいと

考えております。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとうございます。 

○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。 

  次の藤井議員の掲示板準備のため、暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２０分 

 

再開 午後 １時２１分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（村木 脩君） 11番、藤井議員より一般質問で、掲示板の使用並びに資料配付につい

ての申し出がありましたので、これを許可します。 

  11番、藤井議員の第１問、洋上風力発電事業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、一問一答でお願いい

たします。 

  第１番目に、私は洋上風力発電事業についてということで質問しております。 

  これは、資料等も配付をしましたけれども、御存じのように、（仮称）パシフィコ・エナ

ジー南伊豆洋上風力発電事業というのがございまして、それについてうちの町にも計画段階

環境配慮書というふうなものが来ました。 

  これについてはまた町長も意見をお出しになったんではないかと思うんですが、こういっ

た事業が進んでおります。 

  伊豆半島南部の沖に、巨大な風車100基を建設するという計画が発表されました。伊豆半

島全体に重大な影響があると思われます。そこで以下を伺います。 

  当町は、事業実施想定区域に含まれておりますが、どのような施設が予定されているか。 

  ２番、町ではこの計画をいつ、どのように把握し、どう対処しているか。 

  ３番、事業が実施される場合、どのような影響があると考えられるか。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第１問、洋上風力発電事業については、３点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  １点目についてですが、風車から送電するための海底ケーブルを当町沖に敷設する計画と

なっております。 

  次に、２点目についてですが、本年７月18日に事業者が来町し、関係課に計画概要が説明
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されました。その後、７月29日に私と総務課長、担当課にて、再度、計画概要を聞いており

ます。事業者は、環境影響評価の第一段階である事業の検討段階における環境保全の配慮事

業を取りまとめた配慮書を作成、公表し、住民、行政から意見を聞く配慮書の縦覧を８月９

日から９月９日まで実施いたしました。 

町といたしましても、意見書につきましては９月４日付にて県知事宛てに提出いたしまし

た。具体的な事業計画の検討や、環境影響評価手続を行う上で、災害や動植物、漁業関係等、

全般的に調査・予測・評価を実施し、地域住民・関係団体に説明するよう意見を付しており

ます。また、10月17日には、県より事業者に対し、県知事意見を送付したとの通知を受け取

っております。 

  次に、３点目についてですが、当町への影響となりますと、海底ケーブルの敷設ですので、

漁業への影響と、地震などでの損壊が懸念されます。意見書の中で、漁業関係者との協議や、

自然災害に対する予測・評価を行うよう、記述しております。 

○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） ただいまお答えいただいたんですが、これは我が町はケーブルが敷

設されるというようなことで、事業の区域の中に入っていると。風車自体は下田の須崎半島

から向こう側、南伊豆等とに建てられるんだということだそうでございます。 

これに関しましては、私らもいろいろ調べまして、きょう配付しました資料等もごらんい

ただきたいんですけれども、最大のキロワットが50万キロワットということで、１基当たり

5,000キロワットとしても100基建つんだと。50万キロワットで全体が50万キロワットといい

ますと、これは原発の半分くらいの、小さい原発ですと１基100万キロワットぐらいありま

すので、その半分くらいの出力に当たるかと思いますが、それを建てるんだと。それを出力

5,000キロワットから１万2,000くらいまでの大きさなんですが、機種等々はまだ確定ではな

いということのようです。 

  海面から大体154メーターから260メーターの高さになるというふうに言われています。陸

上の風車、例えば我が町の風車ですと、60メーターくらいなもんですから、それから比べま

しても、海面からの高さが最大で260メーターくらいになるんではないかと、かなり巨大な

高さですね。 

また、これはどんなふうに見えるのかまだ想像もつかないわけですけれども、伊豆新聞等

に載りました、南伊豆の方のコメントでしょうか。神津島が572メーターですね、伊豆諸島
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で一番高く見える島があるんですが、その半分くらいの高さになると、260メーターという

と。それに近いような大きさです。しかし、神津島というのは沖合50キロメートルにあるか

ら、これが１キロとか数キロ、その10分の１くらいの距離に近づいてきたときの大きさとい

うのは、かなりの圧迫感があるのではないかというふうに思うわけです。 

  また、現在、なぜそのような大きな風車を建てる必要があるのかというふうに、つらつら

考えるに、現在電気は足りているわけですね。日本国で電気が足りないという事態はないわ

けです。 

ここに示したんですが、赤い線でずっといっているところが電気の需要量です。それを上

回って現在は発電している。それで、ここには組成表といいますか、各電源ベースの発電量

なんかを記してあるんですが、例えば、そこの一番下、原子力なんかですと、1.7％くらい

と。火力がそこにありますように、30数％になっている。また、石炭火力が32.3％、これは

グラフでいいますと、赤いところですね。そんなふうになっています。天然ガスが42.1％、

石油が9.3％、水力が7.6％、それで再生エネルギー等というふうに一まとめにしまして、地

熱、バイオ、太陽光、それから風力、これが6.9％です。全体の6.9％。 

したがって、風力というふうなものを考えますと、全体からいいますと、本当に微々たる

数字、誤差の範囲というふうに言ってもいいわけです。計算しますと、0.5％ぐらいでしょ

うか。1000分の５くらいの発電量しかないです。しかもそれは年々余り増えていないという

のが実態なんですね。増えていないどころか最近は、ドイツのエネルコンという一番大きな

風車の製造会社が撤退したと。これは3,000人のリストラということで、経済誌に載ってい

たと思います。 

  さらに、日本でも、日立電機が風力発電からは撤退しております。これは御存じだと思い

ますが、こんなふうに風力というのはもう採算に合わないということで、撤退の方向にある

と思います。 

  その中で、現在、伊豆半島という、まことに私たちが住む環境の良好な風光明媚なところ

に巨大な風車が100基も立ち並ぶということに関しては、非常な危機感を持たざるを得ない

と思います。 

  現に、町長もこの前、先ほど答弁でもありましたように、意見書を県のほうに出しました

ということでございます。これに関しては、町長の意見などもつぶさに拝見しますと、やは

り全般的な事項の中でも災害とか、地域住民に与える影響とか等をやはり考えなくちゃなら

ないんじゃないかと。また、個別では騒音とか低周波、または動植物、そのほか景観、文化
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財、そういったものに配慮する必要があるというふうにおっしゃっております。下田と南伊

豆とうちの町は低周波というようなことも書き加えていますけれども、この距離ですと、正

直言って、低周波のほうはどうかなというふうに私は個人的には思っております。 

  それはともかく、この配慮書が縦覧されて、国のほうに意見を出したわけですが、今度は

国のほうも非常に厳しい意見を申しておりますね。これは県のほうが相当厳しい意見を出し

ているということは御存じだと思うんですけれども、国のほうも非常に厳しい意見を、経産

省になりますけれども、経産大臣が、景観に対する影響という項目で、リアス式海岸等の海

岸景観に対する重大な影響を回避、または十分に低減できない可能性が極めて高い。これは

国の文書としては、非常に思い切った表現だなと。回避または低減できない可能性が極めて

高い。このため、当該区域内における風力発電設備の設置を原則回避するとともにというふ

うにこうなっているんですよね。回避するというふうに、ここは国のほうの意見ですから、

これはつい最近、10月31日付で出ておりますので、これも参考にされるといいかなと思いま

すが。 

  こういうふうに見ますと、一見それじゃもう県も強い意見で反対の意見を言っていますし、

ないのかなと思いますと、いや、この問題はそんな簡単なものではないと思うんですよ。つ

まり大きなパシフィック・ジャパン株式会社というのは、アメリカ系の資本だと言われてお

ります。そこに示したように、まだ設立から間もないんですけれども、あちこちでそういう

事業を起こしている。今現在、うちだけじゃなくて、遠州灘沖でもやはり大規模な、伊豆半

島と変わらないような規模の風力発電をやっているということは、御存じと思うんですけれ

ども、そういうふうなこと。 

それから、国のほうも海洋再生エネルギーの発電利用促進法というようなものを平成31年、

昨年４月につくっておりますし、それで全国で４カ所が適地であるというふうに指定してお

ります。残念ながら別に伊豆半島はその適地となされていないんですけれども、こういった

事例を見ますと、これは国がたまたま文章的に回避と言ったから、直ちに回避されるのでは

ないというふうに私は思っております。 

その辺、ケーブルの影響と、町はそのほかに変電所がつくられる可能性もあるわけです。

これはまだどこというふうに確定しておりませんが、流域には変電所、開閉所、ケーブルル

ートというふうなことが、陸上にはそのようなものも考えられるというふうになっているわ

けです。 

  それで、こういうときに、ケーブルの敷設される沖に海底ケーブルが通るというだけじゃ



－55－ 

なくて、何らかの形の施設もつくられる可能性等が懸念されるわけです。 

そうしますと、どこでしょうかね、お尋ねしますけれども、我が町として、伊豆半島にそ

れだけ大きなものがつくられるということに関して、まだまだいろんな影響があるんじゃな

いかと思うんです。かなり、巨大なものですから、それを海底から立ち上げるというふうに

なりますと、海底の地質の調査とか、それから掘削するのかしないのかというような問題も

含めて、まだまだわからないことだらけなわけです。 

私も配慮書というのを全部じゃないんですが、要約書というのを縦覧しました。その中で、

やはりこれは単なる景観だけじゃなくて、大きな影響があるなというふうに思っております

が、その辺の海底、それから船舶の航行、それから漁業、その辺について、ケーブルを敷設

される以外の影響はないかどうか、その辺、町長どんなふうにお考えか、もう一点お聞きし

ておきます。 

○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） 藤井議員のこの洋上、これまだ仮定の話で、現実でもやるかどうかも

わからない話の中でね、どうかとかそういうことを聞かれても、ちょっと答弁は差し控えさ

せていただきたいと。と申すのは、これの実施が下田と南伊豆ですよ。その方たちが結論を

出していない中で、町長の考えをお聞きしたいという。ある程度これが固まった段階で、そ

れは町のそういう仮定の中でそれはちょっと発言できないもので、それは御勘弁願いたいと

思います。 

  そして、壇上でも言いましたが、多分、課に来たときに、一応置かせてくれと、それじゃ

全然わからないということで、会社の人に来ていただいた中で事務局長、総務課長が入った

中で事業計画を説明していただきました。そうしたらまだこれも、これまでもまだやるかど

うかわかりませんよ。100基といいます、まだ30基しかわかりませんよ。まだそういう仮定

の話の中で、これはもう現実にはそういう話を、ましてその変電所なんていう話は全然聞い

たこともありませんで、それがこの一般質問でやって、じゃ、知らない人も東伊豆町に変電

所ができるのか、そういうことも困りますもので、一切そういう話はないです、この町。た

だ聞いのは、伊東に行って、そっちからケーブルを使った中で、伊豆市のほうに持っていく、

そういうことは聞いておるが、変電所は一切聞いておりませんもので、また一般質問でそう

いうことをやっても、また町民も誤解しますもので、ある程度確実な中で一般質問をしてい

ただきたいと考えている。ただ、今回の答弁につきましては、差し控えさせていただきたい
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と考えております。 

  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） これは、環境影響評価書、それの前段階での配慮書ですから、この

後、幾つかの段階があるわけですよ。ですから、それはわかります。しかし、これは仮定の

話ということではないんですよ。これはもう、当然計画し、つくるんだという強い決意のも

とに、あの分厚い環境配慮書もできていますし、この先、幾つかその段階を追って、これは

進んでくるわけです。 

現実に、例えば秋田県の由利本荘市、にかほ市、沖等にはかなり進んできていますし、で

すから、これはできちゃってからどうこうしたんではもう全然遅いわけで、この環境影響配

慮書、あるいは次の方法書、環境影響書というふうなものに至るまで、さまざまな段階で住

民の意見、それから首長の意見、そういったものを出さないと、これはどんな、みんないい

のかなということで、どんどん進んできてしまうというものが現実の姿だと思うんですよ。 

  これは、仮定の話なんかじゃなくて、現実にこういった問題が発生しているので、我が町

には確かにおっしゃられるように、事業区域として風車が建つところではなくて、事業区域

には入っているけれども、ケーブル等々は、敷設されるというふうに言っているわけです。

これを変電所というのは、何も私はこの町につくられるなんて言ってないんですよ。そうじ

ゃなくて、河津と、それからうちの町、伊東の間、これは事業区域になっているわけです。

当然海底で起こした発電は、陸上に上げなければこれは使い物にならないわけで、いずれど

こかにつくると。 

ただ、この要約書、配慮書、環境影響配慮書を見ましても、どこにとか、正確な工期とか、

そういうのは未定、未定、未定となっているのは確かなんですよ。ですからそれについてど

うこうじゃなくて、そういうことがある場合には、私たちの町としてはどう対処するのかと

いうことは、事前にやはり考えて、きちんとした意見を提案しない限りは、これは本当に持

ってこられる可能性もあるわけですよ。そういう観点から私は質問しておりますが。 

  ですから、今、例えば町長おっしゃられるように、まだはっきりしていない部分があると。

であれば、逆になるべく早くはっきりさせてくださいと、工法はどうなんですか、海底の地

形の調査はいつまでに終わるんですか、どういう方法で運搬してくるんですか、相当その会

社に聞く必要があるわけですよ。そういうような工法がまだ決まっていないとか、幾つかの
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会社が言っていることを、だから何もしなくていいかというと、そんなことではなくて、現

実にはこういった環境影響評価書まで来ているわけですから、その点について、では町に説

明してくれないかと、これは早目にちゃんとはっきりさせてもらいたいということを言う必

要は僕はあると思いますよ。 

  そういう観点から、他市町の遠州灘等にもありますし、それから、さっき言ったように秋

田県の由利本荘市沖なんかにもあります。そういった動きとも関連して、国が進め、また、

大きな資本であるアメリカ資本のパシフィック・ジャパンというふうな会社が巨大な風車を

つくるというふうに言って、ここに来ているわけですから、それを遠い先のことというふう

に考えるんじゃなくて、やはり私はその工法とか、どういう海底の地質調査をするのか、い

つぐらいまでにどういうふうな形になるのかということを聞き、また、住民説明会等もぜひ

開いてほしいというふうに要求しておくのが、私は筋ではないかというふうに思いますが、

どうでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 藤井議員の主旨は、お聞きしております。基本的には、これは南伊豆

と下田の感覚ね。うちは自由と考えている。南伊豆、下田さんがどういうような考えをする

か、まずその辺を全然聞いていない中で、うちの町はじゃこんなはどうだとか、そういうの

はちょっと私はいかがなものかと思う中で、それでいったら、やはり担当の人が来たの中の、

これはもう本当にまだ未知数で、100基と書いてあるけれども30基になる可能性もあります

よとか、そういうことを言っております。 

そういう仮定の中でまた住民説明会、また施設をどのようにするのかとか、そういうこと

はちょっと聞けませんもので、ある程度、南伊豆、下田さんが判断を出した中で、それから

でも私は遅くないと考えておりますので、あくまでも南伊豆、下田市さんが主の事業であり

ますもので、その方向性が決まった中で町としても動きたいと、そう考えておりますので、

御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 11番、藤井議員。 

（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） 私はこれがね、町長、そうじゃないと思うんですよ。やはり伊豆は

一つだと、かねがねおっしゃられていることからいいましても、伊豆半島が何もここから先

はないわけじゃなくて、現実にはそこにもたくさんの方も住んでおり、すばらしい景観があ
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り、伊豆に来た方はやはりここをずっと周る。それから伊豆全体はこういう半島全体なわけ

であって、そこにこういう景観に非常に影響があると、国も認めているような施設をつくる

ということに関しては、やはり伊豆は一つという言葉で、本当に伊豆全体の観光地を考える

上からも、これはのっぴきならないことだと思うんですよ。 

それでまた、こういったことに関して、それでは、他の２市３町の首長さんも意見は出さ

れました。と同時にやはり一回協議するとか、あるいは南伊豆と下田の問題だと言うんじゃ

なくて、これは自分の町も当然かかわってきているわけですし、そういう点で協議されたり、

それから、みんなで問題点を洗い出すというようなことも、これは絶対必要だと思うので、

やはりこの際は、伊豆というものの観光全体、それから長期的な将来の見通し、それから世

界ユネスコにも登録されている伊豆半島が、この国立公園の中にそういったものが敷設され

ること、建設されることが本当にプラスになるのかどうか、やはり、すでに環境影響配慮書

ができているわけですから、早急にこれは検討しない限り、私は後手に回って、やはり巨大

資本が運搬してくるような事態を招いてしまうと。 

やはり強い反対の意思を持つなり、賛成なら賛成でもいいですが、これはちょっと考えら

れませんが、そういう点で他市町との協議とか、意見のすり合わせ、伊豆を一つということ

に鑑みて、やはり観光の上からも重大なことというふうに思っていただきたいなと思います

が、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） 当然これは、１市１町の首長さんの意見も聞いております。 

  しかし、１市１町その意見書になった中で、それじゃ町としてはじゃこういうことを注意

してほしいとか、やる場合ですよ、その時は、本当はわからないですよ。そういう中で、町

の施設とか言われても困るもので、これはあくまでも、ある程度実現化した中で、今言った

ように県も厳しい姿勢を示しておりますよ、はっきり言って。大井川の向こうに進めるのは

多分だめですよ、はっきり言って。そういう中では、危惧することは１％あるじゃないかと

いうこともわかりますけれども、とりあえず１市１町の方々たちのどういう判断をするか、

見た中で。それで町といたしまして、そういう方向で動いていきたい。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） 次に、第２問、入湯税の動向についてを許します。 

  11番、藤井議員。 
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（１１番 藤井廣明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） それでは、第２問の入湯税についてお尋ねいたします。 

  入湯税の動向についてということなんですが、これは、この間、何度か全協、私どもの委

員会等に入湯税を値上げしたいんだというようなことで打診されております。町のほうも、

そういった書類は行っていると思いますが、また先日、町からの説明もありました。 

  そこで、現在進行形なんですが、そういう入湯税の全国的な動向というふうなことについ

て、まずお尋ねしたいと思います。 

  それから２点目に、近隣市町と連携する必要性はあるかどうか、いかがでしょうか。 

  それと、３番目に、値上げするとしたら、その使い道というのは一体どんなふうに考えて

いらっしゃるか、その辺をお伺いしたいと思います。 

  よろしく。 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 藤井議員の第２問、入湯税の動向については３点からの質問となって

おりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、平成29年度決算に基づき、総務省が公表する全国の入湯税

の税率適用状況は、課税団体数981団体中、標準税率150円の団体が896団体、構成比91.3％

となり、150円未満の団体が80団体、構成比8.1％、150円を超える超過課税の団体が５団体、

構成比0.6％になっております。 

  なお、平成31年４月１日現在では、超過課税を適用する団体が１団体増の６団体となった

ことを確認しております。 

  次に、２点目についてですが、オリンピック・パラリンピックの開催を令和２年に控え、

インバウンドによる旅行者が増加する中で、入湯税を取り巻く環境は変化を求められるべく、

近隣市町においても、観光財源等の確保に向けた議論が交わされていると伺っております。

伊豆地域を訪れる観光客に理解と協力を求める上で、地域が一丸となって取り組むことは非

常に意味のあることではございますが、入湯税は環境衛生、消防活動及び観光振興等に要す

る費用のみに充てられるものであり、一般に税率はこれらの費用によって決まるという性質

上、必ずしも連携して取り組むことができるものではなく、最終的には市町ごとに判断する

必要があることを御理解願います。 
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  次に、３点目についてですが、今回の入湯税引き上げの大きな目的は、観光客にとって清

潔で気持ちのよい環境を整え、観光地としての競争力を向上させることにありますので、環

境基盤整備が主要な取り組みになると考えております。 

  具体的な内容については、今後それぞれの地区の観光協会の意見を取りまとめ、事業内容

によって、町と観光協会のどちらかが事業主体となるのが効率的なのか等、さまざまな観点

から検討を進めていきたいと考えております。 

○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） これは、現在非常に台風等の被害、あるいは全国的な観光不況と言

われる中で、入湯税を引き上げるということに関しては、重大な決意が要るんじゃないかと

思うんですよ。 

これに関しては、ただいま伺いましたけれど、150円という額でずっと来て、現在それが

92.5％という数字のようです。そうしますと、残るそれより高いところ、150円より高いと

ころが全国で６市町でしょうか。そうですね。これは全体の0.4％くらいで、150円、現行の

ままのところが、先ほど町長が91.3％ですか、というふうにおっしゃいました。その中で、

そうしますと、それより以下というところも当然あるわけですね。150円以下というふうな

ものもやはりこれは7.何％とあります。８％になりましたですね。 

というくらいで、そうしますと、我が町がこれから入湯税の引き上げをするということは、

非常にごく少数の全国の６市町の中に７番目として入っていくような状態になるわけですよ。

それは非常に勇敢なことだし、大変逆にいいことであれば、これは本当にスポットライトを

当てられるような存在じゃないかと思うんですよ。 

  ですから、そうですね、大勢に従っていればいいというんじゃなくて、改革すべきところ

は大いにすべきですし、必要とあらばどういう反響があろうと、それは進むべきだと思うん

ですが、どうでしょうか、現在の150円で来ているわけですけれども、これから100円上げる

ということについて、やはり一つには観光客、お客様に与える影響ですね、これは当然どん

なにあれしてもセンセーショナルにやはり報道されざるを得ないと思うんですよ。静岡県で

初めてのわけですし、全国で７番目だというようなことで、これはやはり取り上げられざる

を得ない。 

  それで、先ほど、私、いいことならいいんじゃないですかと言いましたけれども、具体的

な使い道ということに関しては、先ほどちょっとわかりましたけれども、その環境の整備と
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か、お客さんにとって気持ちのいい観光地としての整備をするんだということでございます

が、どうなんでしょうか、現在は入湯税というはどんなふうに使われているか、まずその辺

からちょっと細かい数字的な色分けを。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 入湯税のパーセントは、また担当課長から説明いたさせます。 

そういう中で今回のこの入湯税の問題に関しましては、町から上げようと言ったのではな

くて、あくまでも現場のほうからこのようにしたいと言ってきました。そういう中で、この

前、日本の宿という大きな日本を代表する団体が来た中で、それは大したものだと。やはり

町から強制でやるよりは、やはり現場からそういう上げてくれと来たことは、とても我々に

は考えられないと。 

やはりそれだけうちの町のあれは大分危機感を持っております。そういう中で、今回、要

望書の中では、それは100％とは言えませんけれども、やはりある程度の団体がやりましょ

うという中で稲取と熱川から、ここに出てきたのが現状でございます。 

  そういう中で、やはりこのうちの町も財源が大変厳しいもので、そこから取ろうかと、ち

ょっと環境整備、いろんな面で御負担してもらいました。 

  それはやはり一番の発端は、私が考えているのは、オリンピック・パラリンピックにおい

て、政府が一応入国税と言い方する。一応1,000円もらおうか、そういう発想がありました。

それが多分発端になるとは思う。それプラスやはり町の財源、財政を考えた場合、ある程度

やはり来たお客さんに対してその環境整備、ちょっと負担してもらおうかという中で、今回

の話が出たのではないかと考えております。 

  そういう中で、使い道については本当これからやることでございまして、ともかく皆さん

に理解してもらいたいのは、現状150円を250円に、100円上げていっていただきたいという

要望が来ているのが現状でございます。 

たしか一時は多分東伊豆町が申し上げたならば、トップの記事と思いますけれども、それ

は基本的には、その宿泊の中全部込みに込まれちゃうもので、一般のお客さんに対しては、   

実際は懐は多分痛まないのではないかと考えております。そういう中でやはり一番痛むのは

やはり本人、旅館さんたちが100円でも少し減りますもので、その辺をどのようにカバーす

るかということが一番の中で、やはりこれはあくまでも現場のほうから上がってきた、これ

が私は一番な大事なことではないかと考えておりますもので、その辺は御理解願いたいと思

います。 
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  あとその使い方は、担当課から説明いたさせます。 

○議長（村木 脩君） 税務課長。 

○税務課長（福岡俊裕君） それでは、目的税でございます、法定目的税でございます入湯税

の使途につきましてでございますが、入湯税につきましては、環境衛生、消防活動及び観光

振興等のみに充当できることとなっております。 

  内容につきましては、町のホームページでもごらんいただくことができますけれども、一

番新しいデータとしますと、平成30年度の決算としまして、環境衛生施設の整備に5,146万

5,000円。消防施設等の整備に700万円。観光施設整備に202万6,000円です。観光振興に

5,097万4,000円を充当しております。 

  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） そうしますと、現在、これは目的税ということで、使い道が限定さ

れているわけですよね。ですから、何にどう使っていいというんではなくて、今おっしゃら

れたような環境衛生の面とか、あるいは消防に700万とか、観光施設の整備に5,097万とかい

うような形で使っているということでございます。 

  では、今回値上げすることによって、どのくらいの額を見込んでいるんですか。 

○議長（村木 脩君） 税務課長。 

○税務課長（福岡俊裕君） 100円の値上げとなった場合でございますが、おおむね7,500万円

を想定しております。 

○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） 7,500万円という増収といいますか、値上げすることによって、町

税が増えるということのようでございます。以前、ちょっと委員会等での説明では、そのう

ちの10％それを町のほうではプールしておくということのように伺っているんですけれども、

年750万円を町で基金として積み立てていくですか。そして、さらに、そのほかの金額です

ね、それが6,750万を各観光協会とか等々のほうに振り分けるというふうな説明だったかと

思うんですが、それでよろしいですか。どうですか。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） 増収分の使途についてでございますが、以前、委員会等で
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10％町が留保したいというお話をしましたが、これについては、あくまでも既存の観光施設

がかなり古くなってきておりまして、これに対するメンテナンスのお金が、ちょっと今まま

ならないような状況になっておりますので、その分については10％をめどに基金に積み立て

て、維持・補修等に使いたいということでございます。 

  残りについてですが、具体的な使途につきましては、熱川、稲取、それぞれの観光協会の

ほうなどでも、使用については計画を練っていただいておりますが、いずれにしても全額を

一度町の基金に積み立てて、それで各観光協会から要望が出た場合には、それを一般会計に

繰り入れて、補助金という形で出すものなのか、町が工事という形で実施するのかというこ

とについては、一番合理的な方法をとるべきだというふうに考えておりますが、いずれにし

ても、一般会計を通さないことには歳出できませんので、使途についてはそれぞれその都度

議会での議決が必要となりますので、その都度御審議をいただければなというふうに考えて

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） その点に関しては了解しました。 

  ただ、この場合、今までも環境整備等々はされてきたんではないかと思うんですけれども、

例えば5,146万環境整備、それから観光振興とかそういったものにも5,300万円というような

形で振り分けてきたと。さらに今回、端的に言えば、7,500万円の10％を引いた分の6,750万

円、これは観光協会等を通じて観光整備とか、そういうほうに観光振興に充てるんだという

ふうな、今お答えだったかと思うんですよ。 

  ところで、その場合は、私はもう少し具体性を持たないと、単なる観光整備とか、観光振

興ということでは、私はちょっと今回は住民、あるいは観光客の皆さんの理解を得られない

んではないかと思うんですよ。 

  例えば、ここに掲出しました、こういう古い旅館が、これ大川グランドホテルですが、ご

ざいます。これに関しては、笑っていらっしゃる方もいますけれども、私はうちの町の玄関

ですよ。こういう玄関口にこういったホテルを何年にも何十年にわたって放置しておいて、

いらっしゃいませというふうに言うこの感覚、私、これおかしいと思うんです。 

これはいろんな事情があるでしょう。しかし、皆さん自分のおうちの前を考えてください。

自分のうちの前に大きなごみみたいなものが置いてあって、それでおうちにいらっしゃいと

いうふうに言いますか。真っ先に自分の玄関口のところはきれいにするのが普通じゃないで
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すか、こういうのを。 

  ここには、ちゃんと会社の名前まで書いてあるんですよ。だから、全くこれは手をつけら

れないとかなんていう問題じゃなくて、現在、また国のほうでもこういった空き家とか何か

を撤去するようなことに関しては、補助金を出しましょうというような制度もございます。 

  これを一体改革しないで、例えば大川観光協会に任せていいんですか。これは私はその点

に関しては、まことにどのように考えているか、まず１点お伺いします。 

  それから、さらに観光施設という点では、町に観光地ですからお手洗いございますね。町

で管理しているのは何カ所ですか。この前ちょっと聞いたので、時間短縮のために私言いま

しょう。20カ所町が管理しているそうです。そのトイレが、ウォシュレットになっていると

いうところはほとんどないんですよ。まだまだ和式がある。首ひねっていますけれど、全く

この議会にもすぐそばの隣の朝市が開かれているところのトイレも、全く和式なんですよ。

正直言いまして、年配の人。若い人もそうでしょうけれど、和式を現在使おうといったって、

入ったらもうみんな出てきちゃいますよ。だって自分のうちでみんなウォシュレットトイレ

を使っているじゃありませんか。それを、観光地に来て、お金をかけて来て、トイレ一つ整

備されていない。私はこういうことに関して、この町は本当にお客さんを呼ぶ気があるのか、

町は何をやっているのかと思いますよ。 

  あるいは、もう一点の例を挙げさせてもらえば、稲取の駅、エレベーターもエスカレータ

ーもない、もうこれに関しては、たくさんの同僚議員も質問しています。何とかせんといか

んのではないか。だけれども、これは民間の会社だから町は打つ手がないみたいなことで、

過ごしていますけれど、これが本当にもてなす態度でしょうか。 

伊豆急さんだって全くやらないと言っているわけじゃないんですよ。これは、町が当然そ

れなりの予算を積み立てるなりして、これこそ町長、行政力を使って、伊豆急さんと交渉し

て、隣の河津町もきれいになった、どこもきれいになったという中で、この東伊豆町のメー

ンの観光の駅があの体たらくで平気でいるということに関して、私は非常に疑問に思ってい

ます。 

ですから、観光整備をするというふうな今お答えいただきましたけれども、以上３点のよ

うな件に関しては、どんなふうにお考えになっていますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、１点、反問権としては、議員の皆さん、例えば藤井議員が伊豆

急さんに直接駅の件で陳情したことがありますか。その辺をちょっとお聞きしたいと思いま
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す。 

○議長（村木 脩君） 11番、藤井議員。 

（１１番 藤井 明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） 私は一議員ですけれども、駅舎には行きまして、ここの…… 

（「駅舎じゃないよ、社長ですよ」と呼ぶ者あり） 

○１１番（藤井廣明君） いやいや、私はその立場じゃないですよ。行政長を含んで…… 

○議長（村木 脩君） 藤井議員さんさ、この質問と、きちんと入湯税と関連づけてください。 

○１１番（藤井廣明君） はい。わかりました。 

今言ったように、駅舎に行ってそういうことに関して、社員、そこの駅長に伝えたという

ことはあります。 

  以上です。今の件に関しては。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） それでは、藤井議員のやつ。 

  まず、この大川の問題、これはもう私が議員になっているころの懸案事項ですよ。そうい

う中で、一つの物件があったときに、これも淘汰できたですよ。それは残念ながら基本的に

はもうだめになりました。そのときに、それがやっていれば、これはもう解決した問題です

よ。やはり今まで、十何年かやった中で、やはり町長になったとき、これはもう大川の玄関

がここだから。これはもう私に与えた使命でございました。それで空き家対策もできたもの

で、ああうれしいなというような、すぐにできるなという中でやった中で、国はそんなこと

簡単にはいきませんよ。いろいろやった中で、やはり最後に壊すときは、町の税金を投入し

なければならない、そういう覚悟でやらないとこれはできません。 

基本的には、町がある程度これを負担した中で壊す、原則的には、所有者が壊すんだけれ

ども、壊せない場合はもうとりあえず町が建てかえておいて、そのときはもう、多分取れま

せんよ。そういう中で、やはりこれを取り壊すときは、やはり町民の理解の中で、これはや

らなきゃならないと考えています。 

やはり、一番大事だったのは、この町は事業があったときの、これもう一緒に淘汰した中

で壊すというそういう計画があったのがだめになった。これは非常に残念で。しかしこれは

もうやらなければならない、そういう懸案事項、町の。これはわかっております。 

そういう中で、目的として7,500万、１割はこっち、あと残った分、これは基本的にはこ

れから話し合うことです。すぐにこれをやるとか、やはりある程度これもあるでしょう。し
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かし、それ以外にまだもっと重点事項があるかわかりません。そういう中で、今後は検討し

ていきたいと考えております。 

  この大川の件はそういうことです。 

  それとあとトイレの件、これは当然それやったように、どうしても恥ずかしい、確かに今

の和便では。だからとりあえず、庁舎内はできるだけそういうウォシュレット、そういう方

向に今町のほうでも変えていっています。 

  当然そういうことも出てくるでしょう。だから、やはり優先順位というのは何が一番か、

藤井議員はこれとウォシュレットがありました。その中で、またそれも検討課題の中に入っ

てくると思いますので、その辺はまた議会のほうから投げかけられましたよということは、

町としても言っていく思いでございますので、その辺はやはり、その使途に関しては、じゃ、

すぐにこれとこれに充てるとか、やはりその辺はちょっと旅館とか観光協会、いろんなある

と思いますもので、その辺をちょっと理解していただきたいと思います。 

  駅に関しては、これも再三再四、自分は前に国が３分の１、行政が３分の１、伊豆急が３

分の１、これに対して、行政はもっと３分の１以上出してもいいからやってくれともう再三

再四言っております。それで１年ぐらい前、初めてエレベーターのを持ってきましたよ。こ

れはもう何も行政がやっていないのでなくて、会うたびにやっているもので、もう社長が本

当に嫌がります、私の顔見ると。また稲取のことを言われたと。 

実際問題、稲取駅はバリアフリーなんてないし、まして改札口をはっきり言って車いす通

りませんよ。そういう中で、私は稲取のやはり全国的にこの稲取を周知したいときに、玄関

口が恥ずかしいから早く改修してくれということは、もう再三再四言っております。そして、

今度はまた、じゃ議員の皆さんと一緒に行ってもらうとかね。以前は観光協会、商工会、そ

れで町、もう社長に会ったんだけれども、何とかしてくれ、もう再三再四やっておりますも

ので、それでなかなか進まないというのが現状でございます。 

やはり基本的には伊豆急さんも相当財政的に厳しいのかなと思っておりますので、この稲

取駅に関しましても、さらにもう何度も何度も改修、これはやっていきたい、そう考えてい

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） ただいまのトイレの関係ですが、観光課のほうで所管してい

るトイレが全部で23カ所ございまして、便器の数が68カ所ございます。そのうち洋式化され
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ているところが31です、便器数でいうと。ですので、洋式化率は現在45.6％となっておりま

す。また、ウォシュレットについては、ウォシュレットがついている便器が11ということで、

ウォシュレット化率としては、16.2％でございますが、藤井議員からも御指摘があったよう

に、観光地としてはこれは不十分な状態でございます。 

それで、来年度は熱川海岸のトイレの洋式化を今検討しておりまして、今定例会の補正予

算のほうにもその設計について予算の計上をしてございますので、今後順次進めていきたい

というふうに考えておりますが、いずれにしてもこれだけ管理しているものがありますので、

そういったものを迅速に洋式化、きれいにしていくためにも、入湯税の引き上げが必要だと

いうのが観光商工課としての認識でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 入湯税のほうの質問に戻って下さい。 

（１１番 藤井 明君登壇） 

○１１番（藤井廣明君） お答えいただいて、非常にありがたいんですが、まだ私は例えば阿

寒湖温泉がある阿寒町ですね、ここは釧路市になります。釧路市も値上げしたんですね、入

湯税を。その場合に、例えば入口にあった、やはりそういった古い施設なんかを壊して、そ

こを整備したと、要するにきれいにしたという使い道があります。 

こういったふうなことをやるんであれば、私は本当に先ほど言ったように0.4％になろう

が、それはやむを得ないというふうに思うんですよ。また、今、課長が答えたように、ウォ

シュレット化はまだ16.1％だけれども、これをどんどん拡大していくんだということであれ

ば、非常に目的がはっきりしている。観光振興に僕は即つながると思うんですよ、そういう

意味では。 

そういう意味での入湯税のもし値上げであれば、これは歓迎したいと思いますけれども、

しかし現在のまま、例えば特に町長がおっしゃるように、駅の改修は非常に自分もやったけ

れども、ほど遠いというふうに言っているわけですけれども、僕は今回の入湯税の引き上げ

は非常にいいチャンスじゃないかと思うんですよ。というのは、やはりそれだけのお金が今

までなかったところに来るわけですから、それは、釧路市のさっきの例でも、観光客の方に

アンケートをとったそうです。すると、大多数の方がこのようにきれいにするのなら、入湯

税の引き上げもやむを得なかったというふうな、こういう理解を得られたと言っているんで

すよ。 

それと同じように、もし、入湯料を引き上げるのであれば、具体的に、さっき課長が言っ
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たみたいな形で、ウォシュレット化を何年以内に何％進めますとか、駅を今回だけじゃなく

て来年も含めて入湯税の引き上げをプールして、何年計画で駅を改修する。あるいはこの入

口にある大川グランドホテルの問題に関しても、これは全くこのままでいいということはあ

り得ないと思いますよ。ですからこれは１年だけじゃなくて、7,500万来て、そのうちの

何％はちょっと待てと、観光協会にもストップをかけて、町がその予算でこれとこれは何年

以内に必ずやろうということを提案すれば、きっと観光業者の方もわかってくださるんでは

ないかと僕は思いますよ。 

そういう意味で、もう少し入湯税の引き上げに関しては、きちんと計画性を持って、観光

業者の方とも打ち合わせして、こういった観光地としてふさわしくないような景観、それか

らウォシュレットのまだ未達成率、こういった部分、そういったものを改革していこうでは

ないかと、逆提案をして、町がそれをヘゲモニーを持ってやっていかなければ、誰がやるん

でしょうか。各観光協会でお金をもらって、それで終わりというのでは、これは僕はあり得

ないと思うんです、いつまで経っても。 

  そういう観点から、私はもし賛成するのであれば、町のはっきりしたそういう計画性、そ

ういったものを伺いたいなというふうに思っております。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この入湯税に関しては、町がやるんじゃなくて、もう現場が上げたい

と言ってきているんですよ。現場の方がこの町を何とかしたいという中でやっている中で、

それで当然ウォシュレット化はこれはやらなきゃなりません。その辺はもう当然言ってきま

すよ。しからば、大川のこれに関しては、個人の所有なんですよ。これをやるにもこれが結

構かかりますよ。空き家対策をやっても、幾らかかると思いますこれ、壊すのに。何千万か

何億、１億いくんじゃないですか。だから、これを何年計画でやるとかそんなことは言えま

せん、これははっきり言って。それは貯めるのはいいですよ。しかし、それを何年までに壊

すなんていうこと、そんなことは言えませんよ、この大川に関しては。 

これは、もう本当に何回も言う、本当に町がやった行事がだめになって、そのときそれが

成功していればこれも壊れたんですよ。その業者がやるって言ったもので。それがだめにな

って、本当にそのときはがっかりしましたよ。そして、今、藤井議員がそういう質問してい

る。これはもう町は本当懸案事項で、これは絶対壊さなきゃならない、それはもう絶対そう

考えておりますもので、これはそういう中で、藤井議員からあったものでね、それに対して

じゃ基金にして積み立てようか。これはもう提案しながら、使い方。 
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  それと駅の問題、これだって、もう町は３分の１、３分の１、３分の１、３分の１以上出

してもやってくださいと言っているんですよ。それに関して伊豆急はやはり個人の民間の会

社ですから、やはりいろいろ経営がありますもので、今の体力ではなかなか厳しい状況の中

でやっていますもので、これだって伊豆急の駅はもう稲取温泉がもう再三再四言われており

ますし、その辺はもう絶対やっていかなくてはならないと考えています。 

  最終的には、やっぱりその基金を、それでもうほとんど全額その駅の改修に使わなきゃ、

今の状況じゃ厳しいんではないかと考えております。しかしながら伊豆急さんも町とかも観

光協会、練っているような中で、ある程度図面なんか引いてきたもので、まださらに詰めれ

ばいい方向に行くのではないかと考えておりますもので、その時はまた議会の方たちも一緒

にまた要望活動に行っていただければ大変ありがたいと思います。 

  なにしろ、これから基金の詰めたその使途につきましては、今後さらに十分検討した中で

やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） いいですか。 

○１１番（藤井廣明君） 終わります。ありがとうございました。 

○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。 

  この際、２時35分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２０分 

 

再開 午後 ２時３４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） ５番、栗原議員の第１問、災害ボランティアについてを許します。 

  ５番、栗原議員。 

（５番 栗原京子君登壇） 
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○５番（栗原京子君） こんにちは。 

  私のほうからは、今回２問について質問をさせていただきます。 

  それでは、１問目の災害ボランティアについてをよろしくお願いいたします。 

  台風15号、19号は、各地に甚大な被害をもたらし、東伊豆町でも多くの被害が出ました。

役場職員や関係機関は不眠不休で対応に尽力してくれましたが、一方で、町民からはさまざ

まな意見が寄せられました。 

  その中で、高齢者世帯や女性のみの世帯から、暴風による飛来ごみの片づけや土のう配布、

給水車についての意見が多く、災害ボランティアの必要性を強く感じたため、以下の点を伺

います。 

  １、災害ボランティア本部は、どのようなとき、どのような流れで設置されるのか。 

  ２、町の災害対策本部との役割分担はどうなっているのか。 

  ３、各区の自主防との連携はどうなるのか。 

  ４、給水車から自宅までの水の運搬、配布される土のうの運搬の支援はお願いできるのか。 

  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、災害ボランティアについては４点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目についてですが、町内で災害が発生した場合、町の災害対策本部に報告される被

害・被災状況に応じ、災害ボランティアの受け入れが必要と判断した場合、災害対策本部に

おいて設置の決定を行い、担当部署を通じ、社会福祉協議会に対し災害ボランティア本部の

設置を要請し、社会福祉協議会において設置、運営することとなりますので、ご理解をお願

いいたします。 

  次に、２点目についてですが、町の災害対策本部は、住民、自主防、各担当部署から寄せ

られる被害を把握し、町全体の災害に対し、必要な措置を検討協議し、関係者等への指示を

含み、広く災害に対応する組織であり、災害ボランティア本部は、被災者に直接かかわる業

務を行う、特にボランティアによる被災者支援を迅速・的確に、また、スムーズに実施でき

るよう対応する組織であります。 

  次に、３点目についてですが、災害時において、自主防は地区内の支援要望を把握し、地
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区が把握した支援要望を災害ボランティア本部が作業内容に応じ的確にボランティアをマッ

チング、割り振り、地区に派遣し、自主防とボランティア本部が連携し、支援作業が効率的

に行えるようにすることとなります。 

  次に、４点目についてですが、町職員が個人に対し運搬等を行うことにより、本部機能低

下による災害対応の遅延等が生じることとなりますので、給水、土のうの運搬、配布につき

ましては、防災の基本原則である自助・共助の励行によりまして、住民の方が配布場所まで

取りに来ていただくようお願いいたします。 

○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。 

  先ほどの町長の行政報告の中でも、この台風の被害に触れてありまして、今回の経験をも

とに、風水害に対する必要な体制整備を国・県に要望するとともに、町として今回の対応に

ついて検証し、今後も迅速な対応を図れるよう体制を整えていきたいと考えておりますとい

うふうにおっしゃっておりました。 

  先ほど、町長のほうから災害ボランティア本部と災害対策本部との関係性の答弁がありま

したけれども、町全体の被災状況を災害対策本部で掌握するのに、結構これ時間を要すると

思うんです。そこに人手も大分割かれてしまうのかなというふうにも考えます。ただ、現場

ではやっぱり一刻も早く災害ボランティアの方に来ていただきたいという現状もあると思い

ます。 

  それで、これ最近、やはり行政が職員の数が減っているということで、行政が災害時の被

災状況や防災情報を的確に素早く伝える手段の一つとして、ＳＮＳの活用が広まってきてい

るそうであります。今回のというか、台風15号で広範囲に被害を受けた千葉県でも、復旧支

援の手段としてＳＮＳの有用性が再確認をされたそうであります。 

  ネット通販大手アマゾンの「ほしい物リスト」というものがあるんですけれども、そこに

被災側が必要な、これが欲しい、ブルーシートが欲しいとか、いろんなものを登録して公開

をすると、アマゾンの利用者の方々がそこに対して支援ができるという「ほしい物リスト」

なんですけれども、それに千葉市、また、千葉の市長が公開して、その後、ツイッターで何

度も拡散をしていったそうであります。 

  そうしたところ、欲しかった目標数のブルーシートやＬＥＤランタン、ヘッドライトなど

が翌日には募集分が全部確保できたということで、他の市でも同様に、こういう形で募った
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ところ、翌日には集まったということがありました。本当に、ＳＮＳの活用によって、迅速

に被災状況がわかるような取り組みも各地でされております。 

  神戸市のほうでは、今年の９月から無料通信アプリＬＩＮＥを活用して、被災状況を共有

する、これは消防団だけが使っているんですけれども、消防団スマート情報システムという

ものを導入したそうであります。例えば、地震だとか台風だとかの災害発生時に、各消防団

員が自分の家の周辺の被害状況を報告するよう、一斉に上からメッセージが送信されるそう

で、個人個人、団員さんたちがそれぞれに被害状況を文章や、または、こういう状況ですと

いう写真を添付して報告し、アプリ上で順次それが集約されて、地図上に表示される仕組み

になっているようであります。 

これによって効率的に災害の全体像が迅速に把握できるということで、この取り組みがだ

んだん広まってきているそうですけれども、東伊豆町としても、この全体的な被災状況を、

的確にいち早く共有、そして提供できるように、今後、ＳＮＳの活用を検討することも大切

かなと思うんですけれども、町長はそのあたり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） このＳＮＳの活用、もうこれからはしなければならないと考えており、

基本的には、避難所にあって、本当にこれが足りないとＳＮＳでやると、栗原議員が言った

ように、もうすぐに来ると。やっぱりそういう中で迅速性が求められますので、ＳＮＳの活

用はこれからしていかなければならない。 

  今、神戸市のことが出ました。ちょっとこれ検討させてください。もしよかったらそのＬ

ＩＮＥで、無料アプリでできるならば、それも一つの手段として大変いいことだと考えてお

りますので、これちょっと検討させていただきたいと思います。 

○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） ありがとうございます。 

  また、この災害ボランティア本部が立ち上がるのは、町の災害対策本部に報告される被害

状況によって、町から社協に設置の依頼を受け、それを受けて社協が災害ボランティア本部

を立ち上げるということでしたけれども、台風15号のとき、かなり町内にいろんな被害があ

ったようですけれども、災害ボランティア本部、これ立ち上がらなかったんですね。大川の

ほうでも土砂が崩れて、お家のほうに入り込んだという状況がありましたけれども、災害ボ

ランティア、県のほうからも行くよというお話はいただいていたんですけれども、全体像が
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社協のほうで掌握できなかったので、そこまで大きくしちゃっていいものかどうかというこ

とで、本部の立ち上げは、町からの依頼もなかったので、しなかったそうであります。 

  ただし、土砂の量が結構な量で、社協の職員が一生懸命、何日もかけて土砂の撤去に参加

していただきました。ただし、社協の職員も日常業務もありますので、これ本当に、災害ボ

ランティアさんのほうはいつでも行くよという状況で、準備万端だったんですけれども、町

からの依頼がなくて動けなかった状況だったんですね。 

  今回はそうだったけれども、またこれを検証して、これから、それこそ毎年、こういう大

きな台風が来る可能性も高いですので、この町全体にいろんな大きな被害があちこちに出た

ときに、これはもう町職員ではとてもとても対応し切れなくて、災害ボランティアさんのお

手伝いをお願いするしかないと思うんです。 

  じゃ、先ほど、町長、給水車のお水をお家まで運んだりするのは、自助・共助で近所の方

が協力し合ってというお話でしたけれども、高齢者だけの世帯とか女性だけの世帯、車がな

い世帯なんかは、とてもじゃないけれどもあの重いお水を持って、大川の場合、大川小学校

で長時間やってくださったんですけれども、とてもとても学校まではとりに行けないという

ことで、どうにかならないかという声をいただきました。 

土のうの場合は、被災の前なので、災害ボランティアさんに頼むということはできないか

もしれませんけれども、給水車の水を運んだりとかというのは、十分お願いできることだと

思うんです。 

  例えば、飛来ごみなんかも大きな物が自分のお庭に飛んできて、本当に片づけるのも大変

だし、片づけてもその後焼却場に、今回、焼却場が被災ごみを受け入れてくださって助かり

ましたけれども、そこまで持っていくのも大変だという方も結構いらっしゃいました。また、

屋根の瓦が飛んでしまったけれども、とてもブルーシートなんかかけられる状況ではないと

いう高齢者のお宅なんかもありました。かといって大工さんに頼んでも、もう何十人待ちで、

いつ修理に来てくれるのかもわからないという状況もあります。 

ブルーシートは、また大きな風なんかが吹くと飛んでしまったりする危険もあるんですけ

れども、災害ボランティアの方たちというのは、いろんな研修を受けて、ある意味プロの方

たちですので、本当に、土砂のかき出した後なんかも石灰で消毒をしたりとか、いろんな知

識も持っている方たちですので、ぜひ、ここがうまく災害ボランティアさんたちにお手伝い

いただけるような、そういう仕組みを今のうちにというか、本当、被災後ではなくて、平時

からつくっておく必要はあるのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 
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○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この災害ボランティアに関しては本当に、全国被災地を見ますと、災

害ボランティアがすごい活躍した中で、本当、被災地の復興・復旧に役立っていることは、

すごいテレビ放送の中で見ておりますもので、これをいかに充実させるかはもっと町として

も危惧すると。 

  それから、今回、大川地区におきまして、やっぱり情報が町に入ってくるのがなかなか遅

いもので、そういう中で先般、神戸市の対応が、それですぐわかれば、それはすぐ災害対策

本部を立ち上げたんです。一日、二日して町のほうへ大川地区の土砂が敷地内に入ったもの

で、ちょっと助けてほしいよということが来たもので、それで一応、災害対策本部を立ち上

げなければ災害ボランティアもお願いできないもので、それで今回、災害対策本部を立ち上

げたところでございます。 

それも水道のこともありましたけれども、基本的には災害ボランティアを設置するために

災害対策本部を立ち上げたと、そういう中では、災害ボランティアの方は本当に仕事も丁寧

で、今、栗原議員が言ったように、床下に石灰とか、本当に私、副町長、総務課長、防災課

長、見た中で、もう二、三日見せてもらい、本当に一生懸命やって、頭が下がる思いでござ

いました。 

  そんな中で、本当、早い復興を願ったもので、災害ボランティアの必要性、十分感じてい

る中で、やっぱり災害対策本部にいかに早くその情報が収集できるか、それが今、最初の質

問の中で神戸市が出ましたもので、これは大変いいものだなと今感じたもので、できれば、

見た中でまた防災等、要請が、話し合いがですね、やっぱり災害対策本部に一刻も早くそう

いう情報が入ってくるような、そういうような方向で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。 

  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。 

  災害ボランティア、町内の方もいらっしゃいますけれども、実際、大きな災害になると、

町内の方も被災者になってしまう可能性もあって、賀茂域での災害ボランティアもあります

し、また、静岡県のボランティアもあるし、また、民間のボランティア団体もあります。こ

こをうまく機能できるように、ぜひとも仕組みづくりのほうをお願いしたいと思います。 
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  また、災害ボランティアさんというのは、先ほどみたいに大川の個人住宅の泥出しだった

りとか、床上浸水だったりしたときの家財の運び出しを中心に、避難所や、避難所ではなく

て在宅で避難している方への生活のサポートなんかも行ってくれたり、また、長引く避難生

活の際には、子供たちの遊び相手やコミュニティ活動のサポートなど、さまざまな手助けを

してくださるようであります。本当に大事な機能ですので、ぜひぜひこれはお願いしたいと

思います。 

  また、最後になりましたが、本当に今回被災して、特に水道施設においては、19号でどう

なってしまうのかという心配の中、大川も断水しましたけれども、水道課を初め、いろいろ

な職員やさまざまな方が、何日も不眠不休で、本当に対応に当たってくださったことに、こ

の場をかりて心から御礼を申し上げたいと思います。最後になりましたけれども、ありがと

うございました。 

また、町長、災害ボランティア、ぜひ、次回何かあったときにはスムーズに機能できるよ

うに、ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

  終わりです。 

答弁はいいです。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、給食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） ２問目は、給食についてを質問いたします。 

  成長期の子供たちにとって、健全な食生活は健全な心身を育むために欠かせないものであ

ると同時に、将来の食習慣の形成に大きな影響を及ぼすと言われています。 

  このようなことから、子供たちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけるこ

とができる給食は、とても大切です。その大切な給食を、将来にわたって安定した供給を継

続するための対策の一つとして、配食数の維持・増加に関し、次の点を伺います。 

  １、幼稚園を給食にするお考えは。 

  ２、高齢者に小学校の空き教室などで給食を提供する通いの場づくり等を提案するが、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。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 栗原議員の第２問、給食については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、これまでの幼稚園教育の考え方として、幼少期には親の愛情のこ

もったお弁当を食べてもらうことを重視し、給食の提供をしておりませんでした。しかしな

がら、現代の生活様式は多様化し、共働き世帯も増えており、給食の要望が年々高まってい

ることは承知しております。 

  そのような状況を踏まえますと、給食の提供は実現させるべき課題であるとの認識を持っ

ており、現在、幼稚園において給食を提供するための必要な諸条件を調査しているところで

あります。 

  設備や人件費等の財政負担は必要となりますが、給食を提供できるよう進めてまいりたい

と考えております。 

  次に、２点目についてですが、栗原議員の御提案は大変よい取り組みであると思います。 

  しかし、空き教室などで高齢者の方の食事として給食を提供することは、学校給食のあり

方から申しますと困難であると考えます。 

  ただ、子供の教育上、有効な交流事業として捉え、子供と高齢者の触れ合いの場として給

食を食べてもらうことは、全国的にも事例がありますので、事業を取りまとめる組織や団体

があれば検討していきたいと考える事業であると考えております。 

○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） 御答弁ありがとうございます。 

  先ほど町長から、親の愛情のこもったお弁当はとても大事だという考え方だったという御

答弁がありましたけれども、本当にそういう親の愛情のこもったお弁当を食べるのが、何よ

りの栄養であり、ごちそうなんだという考えの方というのは強いのかなというふうに思いま

すけれども、現実は、やっぱりお弁当をつくるということは親に、特に働くお母さん、また、

専業主婦であっても、ダブルケアで下の子がいたりとか、また、高齢者の介護が重なってい

る方もいらっしゃるかもしれない。いろんな背景がある中で、お弁当をつくるというのはと

ても負担になっている部分もありますし、それよりも何よりも、やっぱりつくるお弁当はど

うしても子供が好きなものしか入れなくて、栄養的に偏ってしまう部分はあると思うんです。 

  私も子供が小さいときにつくっていましたけれども、どうしてもレンジでチンして、ただ
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それを詰めるだけみたいなお弁当が多くなってしまって、そのときよりも、さらに今スーパ

ーなんかに行くと、そういうお弁当用の冷凍食品というのはとてもいろんな種類を売ってい

るんですね。それだけ、やっぱり需要が多いんだなというふうに感じるんですけれども、や

はり小さなときには好き嫌いなく、いろんなものを食べてもらいたいと思うし、いろんな必

要な栄養をバランスよくとってもらいたいなというふうに思います。 

  またそれが将来の食生活に大変影響もあるということで、食育の面からも大事な取り組み

だなと思いますし、また、河津が幼稚園の給食があるんですけれども、東伊豆町の子と比べ

て身長が結構、平均大きいそうなんです。やはり、そこは栄養の面からいって、どうしても

お弁当というのは偏ってしまうのかなというふうに考えられる部分もあると思います。 

  本当に、幼稚園のお母さんからもぜひ給食にしてくれたら嬉しいという声もたくさんいた

だいていますし、また、設備面でいろいろお金もかかるかもしれませんけれども、例えば、

抑えられるところは抑えても全然大丈夫だと思うんです。食器なんかも、特別に小さい子だ

からといって小さい食器にしなくても、小学生が使っている食器でも十分対応できると思い

ますし、また、保冷庫、保温庫なんかも幼稚園につくろうと思うと、とてもお金がかかって

しまいますけれども、よく病院とかの配膳車がありますね、保冷とか保温ができる配膳車。

あれは１人１人トレーに１膳ずつなっているので、幅の狭い配膳車なんですけれども、ああ

いうカートで棚が少ないやつがあるんです。それこそ、おかずの缶をそのまま入れて保温も

できるし、また、保冷もできるというものも販売されていますので、そういうもので対応で

きるのかなというふうに思います。 

  本当に、子供たちの豊かな食生活のために、ぜひ給食、前向きに、また保護者と相談しな

がら、いろいろ声を聞きながら、また、幼稚園の先生方の声も聞きながら進めていっていた

だきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この給食の関係、本当は、最初はもう、小さいときは親の食事を食べ

たら、そういう方針でやった中で、やっぱり今年、稲取幼稚園のＰＴＡの方、そして、今度

はまた、次は来週か再来週あたり、熱川幼稚園のＰＴＡの方とまた話をしますけれども、や

っぱり一番は、この給食を何とかしてほしいということ、やっぱり第一要望でございます。

そういう中で、時代のその流れの中で、これはやらなきゃならないかなとか、これは自分の

頭の中にあります。 

  しかしながら、本当は将来二、三年を見つめますと、本当、子供の出生数からして三十何
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人しかいないもので、果たして今後の幼稚園・保育園のあり方を考えた中で、じゃ、どのよ

うな方向が一番いいかということを検討した中で給食をやっていきたいと思い、これはもう

やらなきゃならないと自分は考えております。そういう中では教育委員会もそれで動いてお

りますもので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  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。 

  ぜひ、早目な実現を望むところであります。 

  また、今、公明党のほうが幼稚園、保育園の無償化に伴いまして、現場の声を聞いていこ

うというアンケート調査を全議員が実施しております。 

  その中で問題になってきているのが、無償化に関する保育園の事務負担なんかもそうなん

ですけれども、要は幼稚園の先生なんかが用務とか事務の仕事の負担が大きくて、本来、一

番大事にしなきゃいけない園児たちとの触れ合いを、園児たちと向き合う部分の時間がどう

しても削られてしまう。また、今、県とか国からのアンケートの依頼がとても多いそうであ

ります。そんな中で、ますますそういう負担がとられてしまって、もし給食とかになったら、

配膳のところまではとてもとても手が回らないという声も頂戴しました。 

  お母さんの手づくり弁当、愛情がいっぱいという部分も、やっぱり大事なものもあると思

うので、もしお弁当が給食になったのであれば、そこは保護者のお母さんとかが交代で、例

えば配膳を手伝うとか、いろんな形をしながら、先生の負担を少しでもちょっと軽くしなが

らの実現を、そこはちょっとしていただきたいなというふうにお願いしたいところでありま

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） 今、本当大変ありがたい提案で、やっぱり給食にすることによって、

もう保育園の先生方のまた仕事が増えた中で、またいろんな栗原議員が言ったように、それ

がまたストレスになって、いろんな病になる。それは困りますもので、そうした場合はやっ

ぱり保護者の協力、やっぱりそういうことも当然、町としても言っていきたいと考えており

ます。 

  そういえば、この前、稲取幼稚園が来たという、またこれ当初予算になりますけれども、

今、給食もわかるんですけれども、雨漏りがひどいもので、今回、屋根をやるもので、その
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辺は御理解願いたいといった中で、給食はもう喫緊の課題でわかっていますということは、

稲取幼稚園のＰＴＡの方にも言いました。それは当然、もうじき熱川の幼稚園のＰＴＡと話

をするもので、その辺は町のまた考え方を知らし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。 

  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） 今回、幼稚園を給食にしたらいかがでしょうという話の中には、子供

たちの食生活のためにという部分もあるんですけれども、実は給食センターを維持するため

には、やっぱりこれ以上、少子化とともに食べる人数が減ってしまうのを何とか増やしてい

かないといけない、食いとめなきゃいけないというところを憂慮しまして、この質問をさせ

ていただきました。 

  幼稚園だけではなく高校も、例えば学校給食となると、幼稚園、小学校、中学校までは出

せるんだけれども、高校は出せないかと思うんですけれども、茨城県の大子町というところ

では、町内にある夜間課程のない県立高校で給食を提供しているそうであります。平成28年

６月から給食の提供が始まりました。 

  これは、年々、高校の生徒数が減少する中、町として減少するのを食いとめる何かができ

ないかということで協議を重ねて、学校給食という形で、希望者に食事を提供する。これは

全員でなくて希望者だけなんですけれども、食事を提供するという形で小中学校でつくって

いる給食を提供しているそうであります。 

これは、魅力づくり活性化事業という形での実施となっているようでありますけれども、

センターから運ばれてきた給食を町の職員が配膳室で配膳して、プレートを受け取った生徒

が、そのときに自分が持っている食券を渡すそうです。それを配膳室だったり、または各自

の教室で食べたりということで、料金は１食につき、生徒が250円、教職員が300円で、これ

は全員月5,000円を、とりあえず口座から引き落として、半年ごとに１人１人返金するとい

う形で精算をしているそうであります。 

  ８日前までなら、この日はやっぱり要りませんというキャンセルもできますし、申し込み

は独自のシステムに、スマホから、カレンダーみたいなのが載っているので、そこにこの日

とこの日はいいと、この日は要らないという、自分でマル・バツで申し込むような形になっ

ております。 
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幼稚園だけではなく、給食を食べてくれる人数を増やすために、稲高なんかも魅力化のこ

とについて協議を重ねているようでありますけれども、そういった意味では、静岡県でも全

日制で給食を出しているところはないと思いますので、そういうこともちょっと視野に入れ

て、考えていただいてもいいのかなというふうに考えましたが、町長のお考えはいかがでし

ょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 確かに、今ある給食センターをいかに活用するか。だんだん子供たち

が減って縮小していく中で、今、当然、規模的には大変大きくなっておりますもので、それ

を今、栗原議員から大子町のことを言われました。そのようなことができれば。 

  何にしても、そういう情報をどんどん、なかなか町でやると、そういう情報が集まってこ

ないもので、そういう情報はどんどん教育委員会へ言ってもらった中で、いかに給食センタ

ーを今後いい方向で活用できるかやっていきたいと思いますので、その辺はまたよろしくお

願いいたしたいと思います。 

  何しろ、給食センターに関しましては、本当に維持費がかかってどうしようもないもので、

せっかくいいものがあるもので、やっぱりそれだけ多くの方に使ってもらいたいというのが

町の考えでございますので、またいろいろ御提案していただければ、大変ありがたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○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） ただいま、町長のほうから、本当に維持にお金がかかるということだ

ったんですけれども、本当に、給食というのは安心で、栄養士さんがちゃんと栄養を考えて

くれて、調理も独特の、学校給食は厳しいですよね、衛生に関してのあれも。デリバリーで

民間に委託するという形をとる行政なんかもありますけれども、ぜひ東伊豆町は、なるべく

でしたら、もう本当に給食センター、いつまでも子供たちに安心・安全な給食を食べていた

だけるように努力していただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上で質問を終わります。 

御答弁は結構です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、５番、栗原議員の一般質問を終結します。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 定 居 利 子 君 

○議長（村木 脩君） 引き続き、13番、定居議員の第１問、災害対応についてを許します。 

  13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆さん、こんにちは。 

  私は、１問を通告してありますので、よろしくお願いいたします。 

  １問目、災害対応について。 

  台風15号、19号は、町内に甚大な被害をもたらしました。 

  そこで、町の災害対応について以下の点をお伺いいたします。 

  １点目、避難所は何カ所でしたか。また、避難者数は。 

  ２点目、同報無線において３日間の着がえ、また、食料を持って避難指示をされた理由は。 

  ３点目、賃貸住宅・マンション等に居住されている住民への災害等の情報提供を行ってい

るのか。また、相談があったか。 

  ４点目、今後も起こり得る大型台風に対する備えと対策は。 

  以上の点、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） 

○町長（太田長八君） 定居議員の第１問、災害対応については４点からの質問となっており

ますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、今回の台風19号においては、地区防災センター、公民館の

９カ所と学校施設５カ所の計14カ所で、最大で325名です。 

  次に、２点目についてですが、３日分の食料、着がえの広報につきましては、これまで地

震災害等において、20年来、住民の皆様にお願いをしております。自宅には７日分の備蓄、

災害発生時、避難所へ避難する場合の非常持ち出し品は３日分としておりますので、その原

則に基づき広報させていただきました。 

  次に、３点目についてですが、賃貸、また、マンション等に限定した広報、情報伝達は行

っておりません。町の情報発信は、広く住民に対しまして、同報無線、町の情報配信メール、
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町のホームページ、ツイッター、コスモキャスト、テレビプッシュにより行っております。 

  次に、４点目についてですが、今後の台風対策としましては、大型化する台風に対しては、

これまでの経験が通じないことが予想されるため、気象庁等が発表する情報に基づき、早期

避難が重要となってきますので、住民への早期避難の呼びかけ、避難所の早期開設などの対

策を講じてまいりたいと考えております。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 今、お伺いしましたところ、14カ所であり、325名の方が避難をさ

れたということで、この中には、町民はもとより、例えば道路の、伊東のほうへ帰るとか、

熱海のほうへ帰るとか、町外者の方とかは多分いらっしゃったと思うんですよ。仕事の帰り

にたまたま通行どめに遭って帰れない。消防署の関係の方が通れないから、避難所へ待機を

してくださいと、そういう指示もあったと思うんですよ。そういう町外者の方は大体何名ぐ

らいいらしたのかどうか。 

  また、３日間の着がえとか食料というのは、大体、町の広報等では１週間ぐらいの備蓄は

必ずしてくださいよと、そういういろんな手法でお知らせはしているんですけれども、この

同報無線を聞いた高齢者とか、また、高齢者の夫婦の方なんかは、いや、避難をしたいんだ

けれども、着がえを持ってきてください、飲料水を持ってきてくださいと、とてもではない

けれども、この台風、まだ台風は来ていないんですけれども、それを持って避難所へは行け

ないですよ。何か手段はないのかねという、そういう声も聞かれました。 

  そのとき、町の職員さん、先ほど町長がおっしゃったように、なかなかそちらのほうへ手

を貸すと本来の業務に差し支えるという、先ほどの答弁がありましたけれども、やはりそう

いう高齢者への配慮というのも、今後そういう面で必要ではないかなと思うんですけれども。 

備蓄等は９月１日ですか、広報「ひがしいず」で回覧版で回っているんですよ。それを皆

さん、ちゃんと見ていただければ、こういう形で備蓄をしたり、こういうお知らせがあるん

だなということがわかるんですけれども、たまたま高齢者というのは備蓄のこともよくわか

らなくて、着がえも３日間を持っていくということも知らなかったという方も結構いらっし

ゃるんですよ。そういうきちっとした情報を高齢者とか、高齢者の家族等へわかっていただ

くように、町の方もいろんな面で情報提供をされていただければなと思います。 

  また、賃貸マンションについては、町内の方が住んでいらっしゃるならいいんですけれど

も、県外とか町外の方たちが住んでいらっしゃる方が多いんですよ。そうすると、同報無線
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がなかなか聞こえなかったり、仕事を終えてうちへ帰った場合に、台風が来るということで、

どこへ避難したらいいか。そういう回覧版も全然とっていない。町民であっても区民になっ

ていないという方が大分いらっしゃるんですよ。そういった方たちの情報とかをどういう形

でしたらいいか。 

  また、町のいろいろ回覧版をうまくそういった世帯に渡せれば、よくわかるんですけれど

も、マンション等はいろいろ管理組合がありますので、そういう情報等は多分得られている

と思うんですけれども、そういう点も、今後、町の取り組み等どういう、町民であっても町

外から移住されている方たちのそういう情報提供はどういう形でされるかなと思って、お伺

いいたします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今のは大変難しい問題。 

  まず、ここで言うとあれですけれども、原則というには３日間のね、これで本当に命をな

くしちゃ困りますもので、それが用意できないんだったら来ても、それを言っちゃうとみん

な持ってこないもので、一応、原則的には３日分の備蓄と着がえということを言っておりま

すもので、高齢者の方とかそういう方に対しましては、本当、それによって命を失ったら、

また本末転倒でございますから、その辺はまたいろんな面で、敬老会とか老人会とか、いろ

んな、あじさい学級とかありますもので、そういう中で、またその辺は言っていきたいと考

えております。 

  さらに、この18日に、検証ではないですけれども、防災と自主防の区長さんたちと、今回

の台風15号、19号の一応反省会ではなくて、一応検証をした中で、またいろんな問題が出て

くると考えております。当然、今、定居議員が言ったような賃貸とかマンション、区に入っ

ていない方たちとの情報をどのようにするかとか、やっぱりそういうこともやっていくと思

う。 

  やっぱり週末に来たときが、やっぱり一番困るんですよね。基本的にはそこに定住してい

る方は町の役場とか、基本的には町の役場に連絡してもらいたいんですけれども、あとは、

テレビプッシュとかホームページ、いろんな中でそういう情報発信はできますけれども、本

当の観光客、別荘、マンションを持っていて、たまたま週末に来てそれにぶつかった場合、

その情報収集をその方たちにどういうふうにするかということは、これは喫緊の課題、これ

は検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 
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○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、定居議員の御質問がありました町外者の関係につきま

しては、うちのほうに報告がありましたのは、田町の防災センターのほうに３名、これにつ

いては、車での移動で、途中でやはり怖くて帰れないということで、消防署、それから６分

団消防団員のほうに連絡をして、田町の防災センターのほうに収容してございます。 

  以上でございます。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 今、田町の公民館に３名、避難者がいらしたということで、これ町

町外者ですよね。このときの結局開所というんですか、避難所の開所をしたのは、田町の役

員さんたちが公民館を開放したということだと思うんですよ。 

  ただ、これ３名の方が１泊だけということですか、避難をされて。これが１晩だったから

いいんですけれども、これが２晩、３晩になると、やはり田町の役員さんたちの、大変な御

苦労だと思うんですよ。こういう対策等も役場、町長が災害対策本部長ですので、そういう

点もいろいろ、今後考えていかなければならないのではないかなと思います。 

  大変、区の役員さんに負担がかかってくるんですよね。１日ぐらいでしたらば何とか体も

もつけれども、これが２晩、３晩となりますと、そういう対応も今後、いつどういう大きな

災害が起きてくるかわからないし、こういう公民館を利用する人たちもいらっしゃるもので、

そういうまた区長さんたちとのいろいろな会議の中で、今後の対応も考えていかなければな

らないのではないかなと思います。 

  それで、今ちょっと見つかったんですけれども、これは11月に回覧版の中に、地域防災の

日と大変詳しく載っているんですよ。これ町の広報「ひがしいず」なんですよ。こういうも

のを、結局区民でない、町民でいらっしゃるんですけれども、区には入っていらっしゃらな

いという方たちに何か知らせるように、こういうものをポストに、例えば入れるとか、隣の

方たちがこういう区に入っていない方たちにこれをお渡しするとか、何かいい方法もあると

思うんですよ。せっかくこういういいものができていて、これ回覧版で回ってきているんで

す。ただ、保健福祉センターとか銀行とか役場にはあっても、なかなかそこまでは回覧版等

はとりにいけないですよという方も結構いらっしゃるもので、こういうものもどんどん、一

つの広報としてそういう方たちに、町民であっても区民でないという方たちにお配りできる

ような、ひとつ体制等をお願いしたいなと思います。 
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  それで、備え等になるんですけれども、この地域防災計画というのは平成21年４月に作成

されたんですけれども、これ一般対策編なんですけれども、これは平成22年に一部改正をし

てあるんですけれども、この中に観光客対策とか、防災知識の普及とか、普及すべき内容、

いろいろあるんですよ。こういう中からいろいろ防災の災害対策等を行われると思うんです

よ。 

  それで、ちょっと調べた中で、その当時、平成22年４月には、この人口形態なんですよ。

１万4,380人の人口があり、70歳以上が3,128人で、令和１年の今現在、１万2,087人で、70

歳以上が4,441人いらっしゃるんですよ。今回、世帯数は6,234の世帯があるんですけれども、

人口は減っていても高齢者の数は増えているんですよ。今後、この高齢者の対策も、この備

えを十分に知っていただくとか、また対策について考えていかなければならない局面に、私

は来ているのではないかなと思うんです。 

  それで、町長、あじさい学級の新年会には毎年行かれていますよね。今回、今年ですか、

携帯の件でお話しになったと思うんですよ。こういうあじさい学級の場で、こういう備えと

か対策について、学級の仲間たちに優しく講座を開かれるとか、大変、あじさい学級で町長

は人気がありますので、こういうお話がありましたよということをよく伺っていますので、

そういったところで備えに対しても普及してもらうとか、また、対策に対しても、避難する

ときにはこういう形で避難してください。場所も、例えば公民館もある、中学校もあります

よと、優しくお話ししてくれれば、高齢者というのはすごい頭の中にあるんですよ。それで

お家に帰られて、家族にお話をされたり、また隣近所に、こういうお話がありましたよとい

うお互いのコミュニケーションもできると思うんですよ。そこからいろいろと私は普及をし

ていくのではないかなと思います。 

  若い子たちはすごい覚えがいいですよ。いろいろ、同報無線を聞いたり、新聞を見たりし

て知識を得ていきますけれども、なかなか高齢者というのは覚えにくいし、一度そういうふ

うに聞けば、何回も聞いて、こうして町長さんおっしゃったからということで、楽しくお話

される方もいっぱいいらっしゃいますので、いかがですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） その地域防災に関しては防災課から。 

  確かに、これからどんどん高齢化の中で、定居議員が言ったように70歳以上がどんどん増

えて、ある程度の段階まで増えていきます。 

  やっぱり、そういう中で、町の情報発信等を含めて、あじさい学級は直接、老人の方とお
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話ができるもので、それはもう積極的にやって、定居議員の提案は大変いい提案だと思って

います。また今年もあじさい学級が新年度ありますもので、その辺はまた、本当に気候変動

の中で、いつ何が起きてもおかしくありませんもので、その辺は重々説明していきたいと考

えております。 

  やっぱり老人の方、一回話を聞けば、またそれを本当に家族でまた話をしますもので、ま

たそれが一つのコミュニケーションになりますもので、その辺はやっていきたい。そう考え

ております。 

  そして今、地域の暮らしのやつで、今、確か公共的な、結構そういう民間の銀行等、そう

いうところにまた置くように、またそういうところの方に協力をいただいた中で、誰もが一

応とれるような、そのような方向でまた進めていきたいと考えていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） それでは、観光客等の避難の関係なんですが、東日本大震災のと

きに、やはり同じように駅に滞留した観光客がおりまして、その方々を一度学校施設のほう

に収容した後、観光客は町の観光協会を通じまして、収容先がないかということで、各旅館

に問い合わせをさせていただきまして、その中で観光客の方を受け入れていただいたという

こともあります。 

  町のほうとしましては、観光協会それぞれの、熱川、稲取も含めて、そういう災害のとき

の観光客の受け入れということも連携を図っておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

  それから、町外者の方につきましては、転入されたときにうちの窓口、それと住民登録す

るときの窓口で、必要に応じてハザードマップの配付、それから、うちの窓口に来れば、町

内情報発信メールの登録等のお願いをしてございます。 

  それと、マンションにつきましては、それぞれの管理組合、別荘地もそうなんですが、管

理組合のほうで防災にかかわる情報の伝達というのを考えていただいております。それで、

定期的にうちのほうも防災講座等を実施して、こういうものを利用してほしいということで

お願いしてございます。 

  本年度につきましては、京王熱川マンションにおいて、独自のマンションの防災計画をつ

くって、今、町内のマンションに同じようなものをつくらないかという働きかけをさせてい



－87－ 

ただいている状況であります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） マンション等については、そういう管理組合の中で対応していると

いうことで、今、結局、居住者が多くなってきているんですよね、マンションの中で。それ

で地元へ、温泉場なり、いろんな食事どころへ行って、こういうところへ住んでいますよと

いう方が、結構活用していただいていますので、そういう防災面でも町が協力でき得るとこ

ろは、情報発信等、いろいろな面で協力をしていただければなと思います。 

  それと、ちょっと先日、新聞にこうして地域防災訓練というか、藤枝なんですけれども、

藤枝はマイ・タイムラインというのが、これを、この地区はモデル地区ということで実験を

されたんですけれども、このマイ・タイムラインというのは、平成27年９月に発生した関

東・東北の豪雨、洪水の被害が大変に大きかったということで、国土交通省が逃げおくれな

いようにということを目標に向けて取り組んだ、最近、マイ・タイムラインという言葉がど

んどん出てきているんですけれども、藤枝が取り組んで、いろいろ反省点もあったんですけ

れども、このマイ・タイムラインというのは結局、事前の防災行動計画というんですよ。各

自が台風が来ますよという、３日前ぐらいにそういう例えば放送があったりとか、テレビ等

でいろいろ情報を皆さん聞かれるんですけれども、そういうときには家族の中で、それでは

お父さん、こういう役目をしてください、うちの周りを見てください。それで、お母さんは

薬の備蓄の確認だとか、子供たちは防災用品がどこにあるか確認してくれ、また、電池とか

そういう電気類をじゃ誰が確認をするとか、そういうそれぞれの行動を一つにまとめて作成

したものなんですけれども、これが今、いろいろ県とかが普及をしていこうではないかとい

うことで、これは洪水のところが結構中心になって取り組みをされているんですけれども、

東伊豆町は台風等が発生するのが多いですので、洪水とかは白田川の氾濫ぐらいしかないん

ですけれども、これは独自の計画でいいと思うんですよ。じゃ、この東伊豆町は台風に備え

てどういうふうにしたらいいか、各自でいろいろ考えていただいて、そういう作成をすれば、

事前に災害に対する備えとか対策ができるのではないかなというこの取り組みが、今、国土

交通省で27年からやっておられますので、またこういうのも参考にして、東伊豆町も環境に

応じた防災対策というのは必要ではないかなと思うので、今後の一つ検討をしていただけれ

ばなと思うんですけれども、いかがですか。 
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○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） タイムラインということで、これは検討させてもらいます。 

  そういう中でもう何回も言っているように、いざ災害が起きることを前提に家族で話をし

てくださいということは、もう前々から言っています。そういう中で定居議員がそれを書い

た中でこういう役割分担をちゃんとすると。これはやっぱり各また違いますからですね、一

応、町は今までも災害が来たときの役割分担、そして、どこで皆さん逃げて、どこで集合し

ようか、そういうことは言っておる中で、それをまた文書にすることは大変重要だと考えま

すので、それはちょっと検討させていただきたいと思います。 

  何にしても、災害が起きて、やっぱり一人も犠牲が出ないと、そういう姿勢でまた町政運

営していきたいという中で、そういうことがまた国とか藤枝市もやったと聞いておりますも

ので、またそれらをちょっと情報収集した中で、いい方向でやっていきたい、そう考えてお

りますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 13番、定居議員。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 最後になりますが、町長ね、町民の誰もが安心で安全に暮らしてい

けるようなまちづくりをぜひお願いして、私の一般質問は終わりにします。ありがとうござ

いました。 

○議長（村木 脩君） 以上で、13番、定居議員の一般質問を終結します。 

  この際、３時40分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時２９分 

 

再開 午後 ３時４０分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩前を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 稲 葉 義 仁 君 

○議長（村木 脩君） 引き続き、３番、稲葉議員の第１問、廃棄物処理の方向性についてを
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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） 皆様、お疲れさまでございます。 

  本日最後ということで、質問が続いておりますので、お疲れでしょうが、もう一人何とか

おつき合いをよろしくお願いいたします。 

  では、早速始めさせていただきます。 

  廃棄物処理の方向性について。 

  平成29年より３カ年の計画で進められているエコクリーンセンターの延命化工事が、本年

度完了いたします。廃棄物処理に関する施設としては、エコクリーンセンター同様に、東河

環境センターが所管するし尿処理場、それに当町の最終処分場がございますが、これらの今

後の方向性についてお伺いしたいと思います。 

  １、ごみ排出の総量と町民１人当たりの量及びその数値の推移、また、ごみの減量化の目

標に対する現状の評価、これをどのようにお考えか。 

  ２、収集業務委託料の金額とその推移は。 

  ３、町指定ごみ袋の販売数量とその推移は。 

  ４、し尿処理場の現在の施設の使用状況及び今後の大規模修繕、延命化に関する方針につ

いて、町長のお考えは。 

  ５、最終処分場の残存容量と近年の処分量の推移及びそこから推定される残余年数は。 

  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） 稲葉議員の第１問、廃棄物処理の方向性については５点からの質問で

すので、順次お答えいたします。 

  １点目についてですが、ごみ搬出の総量は、平成30年度6,987トンとなっております。５

年前の平成25年度は7,964トンで、比較すると977トンの減となっております。 

  町民１人１日当たりの搬出量は、平成30年度1.311キログラム、５年前は1.406キログラム

で、95グラムの減となっております。 

  平成26年度策定の東伊豆町一般廃棄物処理基本計画では、令和５年度の目標を、１人１日
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当たり1.33キログラムとしており、この目標は達成できるのではないかと考えます。引き続

き、ごみの減量は進めていかなければならないと考えております。 

  次に、２点目についてですが、平成30年度の収集委託料は6,674万4,000円で、平成25年度

は3,080万7,000円、比較すると3,593万7,000円の増ですが、大規模改修工事期間中は町外へ

の搬出が必要となり、平成30年度、令和元年度は委託料が増となっております。 

  参考までに、平成29年度は3,440万8,800円でございます。 

  次に、３点目についてですが、町の指定ごみ袋の販売は、サービス店会に委託しておりま

すが、可燃・不燃、各サイズありますが、平成30年度の販売数量は、合計で10万1,300袋で

ございます。平成25年度は13万7,160袋で、比較すると３万5,860袋の減となっております。 

  次に、４点目についてですが、し尿及び浄化槽汚泥の受け入れは、平成30年度は248日行

いまして、年間搬入量は１万1,536.28リットルでした。処理につきましては24時間運転で稼

働し、１日当たり31.61キロリットルを処理しております。１日の処理能力36キロリットル

の87.8％となります。 

  今後の改修の方針については、現在実施中の焼却施設の工事終了後、延命工事を一般廃棄

物処理事業債を利用し、実施する予定でしたが、平成27年度に二酸化炭素排出抑制対策事業

費交付金が創設され、この交付金事業の対象となるか調査を行っております。 

  次に、５点目についてですが、最終処分場の計画埋立総量は５万6,000立方メートルで、

残埋立量は２万6,136.83立方メートルとなっております。平成30年度は改修工事により埋立

量が例年と違いますので、平成29年度以前で説明させていただきます。 

  平成29年度は706.15立方メートルを埋め立てております。平成25年度は809立方メートル

で、毎年、減少傾向となっております。 

  当初の埋立計画は、平成20年12月までの予定でしたが、２回の調査変更後、平成24年度に

埋立地の残量測量調査を行い、令和11年12月まで延命可能となっております。 

○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） 御答弁ありがとうございます。 

  まず、ごみの排出量、総量の部分は人口が減っているとかそういったところもあって、

徐々に、少しずつ減っているという理解をしておりますが、そんな形でよろしいでしょうか。 

  その中で、１人当たりのごみの量についても徐々に減ってはきているということでござい

ます。 



－91－ 

  このごみの話、ときどき委員会やいろんな打ち合わせでも出ることがあるんですが、当町

においては観光客が多いということもあって、１人当たりで見ると非常にごみの量が多いと

いう話がございます。具体的に言うと、県内でいうと熱海に次ぐごみの量で、もっと減らさ

なきゃいけないねという話をよく伺っておりますが、一方で、なかなか、じゃ、業務として

出たごみの量と、本当に１人１人が出しているごみの量がどうなのというと、明確にその辺

が、多分、今はっきり出ないような状況だと思うんです。 

  その中で、こうやってごみを減らしていきましょうという周知というのはしているんです

が、ここのところにつきまして、無理をせずというか、何か簡便な方法でもそのあたりの数

値を推測する方法はまずないのか。何かそのあたりについてお伺いをまずさせてください。 

○議長（村木 脩君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（村上則将君） ごみの数量の、町民１人当たりの排出量でよろしいでしょう

か。 

  生活系と事業系ということで、一応２つに分けた数値を算出しております。 

  平成30年度ですと、生活系のごみが785キログラム、事業系が522キログラムという数値に

なっておりますが、これは数値的に……。 

  ちょっと単位がおかしいですね。生活系のごみが1.307、事業系が1.311という数字になる

かと思います。申しわけありません。ちょっと数字の、表のほうがはっきりしないんですけ

れども、一応、今持っているものですと、１日当たり、最初に申したほうの数字でお願いい

たします。生活系が785キログラム、事業系が522キログラムです。 

  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） ごみの量の部分については、徐々に減っているという部分と、仮にど

んな数字になろうが、今後も減量の努力というのは当然していくということで、とれる、と

れないというのはあると思うんですけれども、個々の、多分努力がよりはっきりわかるとい

う意味では、可能であれば、先ほど言った事業系・生活系ではないんですけれども、いわゆ

る住民が出すごみがどのくらいで、旅館や商店さんが出すごみがどんな感じなのかというと

ころを、もしとれるような指標があるのであれば、そういった部分を活用して、今後告知を

進めていくというのも一つの方法ではないかと思います。 

  ただ、そのために大変なコストというか、皆さんに御負担をかけてもしようがないので、
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そこは全体のバランスを見ながらということになりますが、もしそういう方法が検討できる

のであれば、そんなところも含めてやっていくと、１人１人のごみ減量に対する努力という

ものが、より見えやすくなってくるのかなと感じております。 

  それで、ごみの処理場、エコクリーンセンターですが、今年、もう間もなくですか、工事

が終わりまして、その後、一応計画でいうと15年間ぐらいの使用を想定しながら操業をして

いくという形になろうかと思っております。 

その中で、先ほどの、今いろいろ補助の制度等について検討中ということではありますが、

この後にし尿処理場、その後には、先ほど言っていました、計画どおりに最後まで使えたと

して、令和11年度まで使える最終処分場、これがもし満タンになった場合は、じゃ、その後

の対応をどうするんだということが、今後そういう意味でいうと、この５年、10年ぐらいで

立て続けに、やはりぽんぽんと大きなコストが出てくるものが出てくる。 

これが終わると、さらに15年たつと、今回、延命化したごみ処理場を、さあ次はどうする

んだという話が出てくるということで、今回もいろんなところで橋梁の話ですとか、観光施

設の話もそうですけれども、維持費の話なんかも出ておりましたが、このごみ処理の部分で

も、やはり、かなりいろいろなところで実際負担が出てくる。そこをちょっと見据えて、今

後動いていかないと、なかなか回らないのかなという状況ではないかと考えております。 

  そこでなんですけれども、まず、ごみの量としましては、全体的には、方向としては減少

しているというお言葉をいただきました。その中で、以前一度、山田議員かな、ちょうどエ

コクリーンセンターの修繕のころに、例えば収集、今、一般ごみで週３回やっていますけれ

ども、そこのところを少し再検討してみればどうだとか、そんな話も出ていたかと思います

が、収集の委託料の部分のところを考えても、ごみ収集１回当たりの量のところの問題もあ

るとは思うんですが、可能であれば、そういうところから少し経費の削減を図るということ

も必要かと思っております。 

  また、町指定のごみ袋については、当町と河津町が同じ形で指定のごみ袋を使用しており

ますが、近隣の市町ではこれに、有料化ということで処理手数料を幾らか乗せた上で、販売

というか配布をしているかと思います。 

  そのあたりのところで、これで全ての費用が当然賄えるというものではないんでしょうが、

そういったところも含めて多少の負担をいただきながら、少なくとも将来の負担を軽くして

いくということも検討していかなければ、なかなか難しい状態になろうかと思うんですが、

そのあたりについて、町長、お考えはいかがでしょうか。 



－93－ 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは基本的には一部組合でやっているもので、町単独では答えがで

ないことは理解願いたいと思う。 

  今、稲葉議員が言ったごみの有料化、これは町としてはやっていきたい。当然、これから

少しでも多く歳入になるように、お金がかかりますから、そのごみ有料化はやっていきたい

という中で、これが河津町さんにはお願いしていきたいと考えております。 

  そして、もう一点、15年後、またそのサイクルで、今言ったように１年かけて調査して、

し尿をやったらすぐ最終処分場、そうしたらまたすぐ広域になっちゃう。そのときはもう各

市町も、賀茂郡１市５町は厳しいもので、そのときはまた、東河だけではなくて、やっぱり

全体で考えてやるべきかな。いろいろありますもので、何しろ、これからもごみというのは

もう永遠に残らないで、必ずやらなければならない事業ですから、これこそ本当、広域でで

きるものはどんどん広域でやっていきたいと考えている。 

  前回、県がやった中で、当時エコクリーンセンターをつくったときは、もう伊豆半島は伊

豆市一つでもうやっています、そういう計画はもう断念した中で、今それを維持していくの

は容易ではありませんもので、少なくして小さい範囲で、賀茂郡なら賀茂郡一つでやろうか

ということも、当然今度の建てかえのときは、もう当然考えていかなければならないと考え

ております。その辺は御理解願いたいと思いますし、やっぱりここで強く言いたいのは、今

後、やっぱりごみの有料化、これは町としても絶対やっていきたいということだけは御理解

願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（「すみません」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 収集の関係も、これも本当、それは減らせばいいんですよ。やっぱり

これも河津とのいろいろありますもので、何しろ広域でやっていると、やっぱりうち単独で

できればやりますけれども、それもまた理解願いたいと思います。 

  以上です。 

（「単独で」の声あり） 

○町長（太田長八君） いや、単独はやっぱり。 

だから、その収集も単独といっても、やっぱり住民感情があります。例えばこっちがやっ
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て、河津がまだ多かったりすると、それも多少はある程度話し合いをした中でやっていきた

い、そう考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

○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） ごみの有料化という部分につきましては、恐らく、結構この話が盛り

上がったのは、他の地域だと少し前の時期の話になろうかと思うんですが、有料化でどこま

でを負担するのかというか、カバーするのかという意味で、いろんな考え方が恐らくあると

思います。 

  例えば、収集にかかる部分ぐらいはそこでカバーしようよだとか、いろんな考え方があっ

て、それに基づいて、それぞれの自治体の皆様が決めたり、方針を立てた上で住民の皆様に

御理解をいただいて進めているものと認識しております。 

  そういう意味で、例えば、収集委託料の部分も多少ながら削減の余地が生まれれば、全体

のコストが下がるわけですから、この有料化でかかる従量制的な負担のところも、少し軽く

できる部分があるのか、ないのかという話はあるんですけれども、ここまでは負担してくだ

さいよとか、ここから先は責任を持ってという話が、またしやすくなる部分もあろうかと思

いますので、そういったところの整理も含めて、ぜひ、当町ではなく、そうですね、一部事

務組合、河津と一緒にその辺は進めていただければと思います。 

  町長から先ほど、広域化の話もございましたが、ちょうど夏ぐらいですか。下田と南伊豆

に、それにまた今度、西伊豆がちょっと入ったりして、ごみ処理をみたいな話がちょっと出

てきているようでございます。何分、他市町のことでございますので、ここで何かを言って

もしようがないんですけれども、可能であるならば、そちらの動き方なんかも見据えながら、

先々どうやって動いていくのが一番うまくおさまるのかというところを、あわせて御検討い

ただければと考えております。 

  あと、最終処分場の件につきましては、これ、今現状であと10年ぐらい恐らく町で使った

場合に使えるよという話だと思うんですが、一方で、河津町は草津のほうまで処理物を運ん

でいるというような話を伺っております。それを仮に当町で受け入れるとなると、その分、

残存年数というのは、当然短くなってくる部分はあるんですが、先ほど町長が申し上げまし

た広域化、みんなでやっていくんだという部分でいいますと、例えば、河津町と話をして、

何がしかの手数料をいただいた上で受け入れると。共同でそういった形で進みながら、先々

の最終処分場、こちらのほうの処理方法というのを一緒に考えていくというのも一つの方向
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なかと思うんですけれども、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） その最終処分場につきましては、本当、稲葉議員の言ったように、河

津町は草津まで持っていっているもので、それはある程度、非公式に河津の岸町長には一応

どうですかということは投げかけております。やっぱり、そういう中で、少しでも河津町に

おきましても経費が削減できればよろしいかと思う中で、内面的にはちょっと河津の町長に

は話しかけている、そういう状況でございます。 

（「町長、広域の」の声あり） 

○町長（太田長八君） 広域の話、これはやっぱり、本当、はっきり言って迷惑施設ですよね。

だから、やっぱり大変厳しいものがあります。その中で、今度は西伊豆さんが１市２町の中

に入っていくという中で、それはちょっと推移を見ている状況でございます。 

  ただ、それ以降の進展がないもので、もし進展があった場合、また、結構、町長会なんか

で１カ月に１回かは大体会いますもので、その辺はまたいろんな中で情報収集はしていきた

い、そう考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

（３番 稲葉義仁君登壇） 

○３番（稲葉義仁君） 本当にいろいろと、何というんでしょうか、先々のことを考えると、

単独では処理し切れない部分であったり、とは言いながら、皆さん、一つ一つの市であり、

町であり、確固とした自治体でございますので、いろいろかじ取りは難しいところはあると

思っております。 

  ただ、確実に、こういったごみ処理の部分なんかについては、ごみが減っていくという部

分も含めて、何というんでしょうか、できるだけ広域で処理をしていくというほうが望まし

いかと思いますので、できるだけそういったことを頭に入れていただき、各市町との非公式

も含めた連携をとっていただいて、ぜひいい形をつくっていただければと思います。 

  その入り口というわけではないんでしょうが、第一段階という意味では、ごみ袋の有料化

の部分はかなり皆さんやられている部分なので、ここの部分で、多分、足並みをそろえてお

かないと、後々、なかなか大変なことになっちゃうかなというのもありますので、そういっ

た意味合いも含めて、ぜひよろしく御検討いただければと思います。 

  以上で。 
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○議長（村木 脩君） 答弁は。 

○３番（稲葉義仁君） じゃ、お願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） このごみ有料化に対してもちょっとその辺、ぜひやりたい。 

  やっぱり、改修とかいろいろな面でお金がかかってくるもので、やっぱりある程度、基金

を貯めたいような感じがありますもので、これは河津町さんにもお願いした中で、足並みを

そろえた中でこれはやっていきたい、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと

思います。 

  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。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（村木 脩君） 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０３分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（村木 脩君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、令和元年東伊豆町議会第４回定例会第２日目は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎議事日程の報告 

○議長（村木 脩君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（村木 脩君） 日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 笠 井 政 明 君 

○議長（村木 脩君） ２番、笠井議員の第１問、熱川支所の閉鎖検討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） おはようございます。 

  昨日に引き続き、一般質問、私、事前に３問の通告をしておりますので、御答弁のほうを

よろしくお願いいたします。 

  まず、１点目なんですけれども、熱川支所の閉鎖検討についてということで、城東地区に

おいて閉鎖検討の住民説明会が行われて、多くの意見が聞かれました。第２回の説明会も秋
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ぐらいにということだったんですけれども、台風の被害等々でちょっと延びています。その

辺も踏まえまして、以下の点をお伺いいたします。 

  １点目、支所廃止を検討することになった経緯を教えてください。 

  ２点目、廃止した場合、どの程度経費の圧縮ができるのか。 

  ３点目、住民からは継続の声が多く聞こえたが、それを踏まえ町長はどのように考えてい

るか。 

  ４番目、廃止した場合、住民サービスの代替はどのように考えているか。 

  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。 

  笠井議員の第１問、熱川支所の閉鎖の検討については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、今後、さらなる人口減少と税収の減少を踏まえた上で、行政サー

ビスの持続可能な提供を行うために、５年から10年先を見据えた中で、組織・業務の見直し

と行政のスリム化に向けて、町全体として一層の取り組みが求められる状況にあります。 

  近年、コンビニエンスストアでの公金収納の利用率向上や住民票等の証明交付が可能とな

り、マイナンバーカードの普及とその利活用に対しまして、今年度より国が本格的に取り組

む方針を打ち出したことにも後押しされまして、閉鎖を検討することとなりました。 

  次に、２点目についてですが、熱川支所に係る経費は年間約2,000万円で、内訳といたし

ましては、人件費が1,865万円、電算経費が49万円、さらに維持管理費等で39万円となって

おります。 

  次に、３点目についてですが、７月の地区説明会には、５地区で総勢164名の地域住民の

皆様に御出席をいただきました。各会場に出席された方のほとんどが、閉鎖に対する反対の

意向をお持ちのようでしたが、皆様方からいただいた貴重な御意見、また、御要望等を真摯

に受けとめまして、今後考慮すべき課題及び方向性につきまして、十分に検討を重ねてまい

りたいと考えております。 

  次に、４点目についてですが、町立図書館等に証明書交付機を設置し、マイナンバーカー

ドの活用によりまして、各種証明書の発行業務をサポートしていく方法を検討しております。 
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  さらに、日本郵便から役場支所で扱う窓口事務の中で、公的証明書の交付事務のほか、幾

つかの行政事務も受託が可能との提案を受けまして、現在、役場内で検討を重ねております。

本年７月29日から既に地元郵便局との間で包括業務委託契約を締結して、幅広い行政サービ

スを民間に委ねている長野県の泰阜村の先進地視察も予定しております。 

  熱川支所が廃止後のスペースの利活用につきましては、議会の皆様に御相談させていただ

きますが、子育て支援のための活用や、また、防災拠点の資機材の保管などで検討しており

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。 

  まず、業務のスリム化というところで、おっしゃることは非常に、この将来を見据えてい

くと人口減、税収減というところで、やはりサービスは下げないでコストを下げるというの

が、いろんな地方で今言われていることでございます。ですので、こちらのほうに関しては、

当然の流れかなと私は感じております。一番は、やはり今の住民サービスの質を、どれだけ

下げずにコストカットをしていくことかということに、皆さん頭を悩ませているかなと思い

ます。 

  今、町長からありましたが、日本郵政ですね、今年の７月より長野県にて包括的に、郵便

局の窓口にて役場の窓口業務をすることができるということで、締結を結んでサービスの開

始を、日本で初めてですかね、していますということで、夏、この間ですね、ニュースでち

ょっと見ましたというところです。 

  今までも民間委託というのはかなり進んでいたところですが、役場内でというのが、今ま

での一般的な部分だったのかなというとこはあります。そうすると、やはりこういう東伊豆

町でなかなか受けていただくというところで、コストカットというのは難しいかなというと

こがありましたが、この郵便局の部分ですね、まだ始まった部分で、私も全部調べ切れては

ございませんが、本局と言われる熱川郵便局とか、稲取郵便局以外にも簡易郵便局でも近い

ようなことができれば、非常に利便性は上がるかなと思います。 

なかなかそこの簡易郵便局というところで難しい問題があるということはあるかなとは感

じてはおりますが、その部分を、先ほども町長のほうからありましたが、図書館にマルチコ

ピー機ですね、要はマイナンバーカードで出せるものですね、そういうものを各地区とは言

いませんが、例えば大川に置いてみたりとか、あとは片瀬、白田に置いてとかいう形で、コ
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ンビニがあるところ、例えば大川はありますけれども、実際問題、一番下の国道沿いのとこ

ろで、なかなか歩いていくには厳しいねというところあると思いますので、そういうところ

も、例えば農協さんとタイアップしてやってもらうとかいう形で、住民サービスを下げない

ようにしていければと思います。 

  年間2,000万円今かかっていますよということで、人件費の1,865万円。ここに関しては、

なかなかこのコストカットは、閉鎖したところで難しい部分も、全部がコストカットできる

と言っているわけではないんですけれども、難しい部分もあるかなというところで、実際、

正職員の方と委託の方といらっしゃると思いますけれども、正職員の方は閉鎖になった場合、

こっちの本所のほうへ戻ってこなければいけないので、その部分のコストは今までどおりか

かっていくと思うんですけれども、もう一回、その人件費の部分で、じゃ、実際問題、

1,865万円の中の幾らがコストカットできるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

  あとは、住民の中からやはり反対というか継続の声が大きく聞こえたんですけれども、町

長はその声を聞きながら今後も検討をしていくよということなんですけれども、なかなかこ

の人口減少が、３問目にもあるので余りあれですけれども、進んでいく中で、いつまでにこ

うするんだという考えがなければ、やはり計画って立たないと思うんですよ。 

ずっと検討していって、じゃ、住民の声が反対が多いから先延ばしにしますだと、結局、

いざ、じゃ、税収が本当に少なくてどうしようといったときに、いきなりそのときを迎えて

しまう可能性が高いので、私的にも反対の意見というのは非常にありがたいし、継続してい

かなきゃいけないんだけれども、ある一定で代替のサービスがちゃんとできれば、ここは可

能だと思っているんですけれども、町長、もう一度、その辺を詳しくお聞かせいただけます

か。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この熱川支所の閉鎖検討と熱川地区の方に本当大変お忙しい中、

各場所に来ていただきまして、御意見をいただきまして、本当にありがとういございました。 

  そんな中でさまざまな意見が出た中で、やっぱり今検討しているところであります。そし

て、当時、秋ごろに２回目をやると言いましたけれども、ちょっといろいろな災害が発生し

た関係で、一応、区長さんたちに、じゃ、今年はちょっと申しわけないけれどもできないも

んでと言っておりますもんで、新たにやるとしたら、また新年度以降だと今考えております。

その辺は御理解願いたいと思います。 

  そういうことで、コストカットと言いました。基本的には今、熱川支所には正職員が３人
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いて、委託はしておりません。職員が３人でございます。当然、その３人の経費、これはも

う正職員ですから、これはそういうコストはできませんけれども、一応、今、楠山議員の一

般質問がありましたが、基本的に正職員がだんだん拡張になってくる、業務が増えておりま

す。やっぱり正職員でしか任せられない役場の職務も結構ありますもんで、できればそうい

う方が本所に帰った中で、少しでも職員の業務を軽減するような方向でできれば大変ありが

たいなと考えております。 

  その辺は、やっぱり行政の住民サービス、これはやっぱり落としては一番いけませんもん

で、今、笠井議員にも言いました泰阜村ですか、それは今、今回の補正でちょっと旅費を計

上してありますもんで、現地に行きまして、その辺をちゃんと吟味した中で、その吟味した

中で、またいろいろなことをやっていきたいと考えます。 

その吟味が終わった後に、また地区説明会をやりたいと考えております。その後はやっぱ

り新年度にならないと厳しいかなと考えておりますもんで、その辺は地区説明会については

御理解願いたいと思います。 

基本的にはいつまでといいます。これはやっぱり自分としても早いほうがいいと考えてお

ります。これはいつかはやらなければならない課題でありますから、そういう住民サービス

を低下させないような方向でやっていきたいと考えておりますが、そういう中で、いろいろ

コンビニの機械をまた違うところに持ってこようと、そういうことになりますと、それがな

かなか厳しい問題でございまして、やっぱりその辺はまた説明していきたいと考えておりま

すけれども、基本的には、時期的にはなるべく早い時期にやっていきたい。そういう中で今

検討しております。なるべく住民サービスを低下させない方向、そして、マイナンバーカー

ドを見ると、当時、50％と言いましたけれども、また状況が変わってきておりまして、いろ

んな面で、また郵便局がどのように活用されるかと言っていました。 

  このマイナンバーカードの交付率の高さとは、国ももう積極的にこれはやるという中で、

この前にも総務省に要望に行ったときにも、総務大臣からもこのことをはっきり言われまし

た。もうマイナンバーカードは、国はもう積極的にやっていきましょうということを。 

そういう中では、また、そのマイナンバーカードの中で、そのポイント、最大5,000何個

とも言っておりますし、そういう中でいろんなまた特徴づけるようなことも言っております

もんで、このマイナンバーカードの普及と同時に、また郵便局もどのようなことをやってい

くかという中で、そういういろんなことを考慮した中で、いろいろできるだけ早い時期、こ

れはいつまでということは言えませんけれども、やっぱりできるだけ早い時期と言っており
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ますけれども、何年までにやるということは、ちょっとやっぱり地区の説明会がありますも

んで、その辺はちょっと御勘弁願いたいと思います。 

  以上でございます。 

○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。 

  正職員が３人ということになってくると、コストカットという部分は難しくなってきます

よね。いきなりこの1,865万が浮いて、閉めることに対してということではない。そうなっ

てくると、じゃ、コストカットは実際年間で100万円だよねという話が出てくると思うんで

すよ。さっきやった電算の49万とかと、あとは維持費の30数万ですよね。となってくると、

なかなかやっぱり町民からそういう反応があると思うんですよ。 

  それで、僕は思うのは、さっき言ったように、郵便局に委託をかけていく、将来的に考え

ると、そういうことが出てくると思います、職員が減っていくので。だから今から準備段階。

だから、今すぐこれを閉鎖してコストカットができるよという説明ではなくて、じゃこの３

人を本所に戻したときに、町民に対して、例えば適正な場所という言い方はどうかと思いま

すけれども、伸ばせるような部署に行って、そういうのを発揮ができるんですというような

取り組みをしていくとかということがあれば、明るい何か閉鎖なのかなというところはわか

ります。 

  先ほど、マイナンバーカードの話もありました。町長もちょろっと言いましたけれども、

総務省が来年度、マイナンバーカード保持者に関してはポイント還元を考えているというこ

とで言っていますよね。そうすると、マイナンバーカードの普及も上がってくる。そうする

と状況は変わってくるかなというところがあります。 

なので、今後、住民説明会をしていく中で、そういうものも含め、郵便局、あとはコンビ

ニエンスで、今までも熱川の支所までは来ていたよねというところも踏まえながら、ただ、

これから高齢化していきますよと、なかなか熱川まで来るのも大変ですよというところを、

住民の皆さんに、じゃ、そこをどう手厚くサポートができるのかを提案していくのも行政か

なと思っております。 

  これができるかどうかはわかりませんが、私なんかは、変な話、週１回でも北川とか大川

地区ですね、奈良本の上のほうとかにお伺いですね、そんなに件数はないと思いますよ、多

分何月何日の何時から何時まで職員が行きますので、御相談あるものとか何か必要なものが
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あれば、そこで手続をして、最後持って帰って郵送するとかができるかどうかは、ちょっと

調べても僕はないですけれども、単純にそういうことであれば、今の職員を使ってサービス

を落とさないということはできるんじゃないかなという提案です。これが法的にできるでき

ないは別とします。 

  そういうこともありますので、コストをかけずに住民サービスを上げていくということに、

僕も何かいい情報があれば出しますので、やっぱりいい方向で進めていきたいと思います。 

  年明けに住民説明会、またしていただける……。来年度、ごめんなさい、来年度ですね、

４月以降になると思いますけれども、またその辺も区長さんだけではなくて、町民の皆様も、

やはり秋にやるよと言っていたところを、みんな感じていますよ、台風のことがあってね、

感じていますけれども、やはりいつごろというアナウンスというのはしていただいてもいい

かなと思いますので、ぜひそこはお願いしたいと思います。 

  あとは、閉鎖後の活用ということで、子育て、防災ということで考えていますけれども、

ここに関しては、まだ決まっていることではないので伺いませんが、いい活用をしていきな

がら、閉鎖・検討、いい方向で進めていっていただければと思います。 

  私の質問は、ここで終わりにします。あれば。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱり当時から、第１回目の地区説明会から状況が大分変ってきて

おりますもんで、その辺は十分検討した中で、また新たに地区説明会を開催していきたいと

考えております。 

  その中で、確かに高齢者、いろんな問題がありました。やっぱり公共交通の問題も、これ

を絡めたら一緒になった中で、それも含めた中でこうやっていきたいと考えております。 

その熱川支所の閉鎖と同時に、公共が一応できるかどうかわかりませんけれども、ちょっ

と厳しいと思いますけれども、それと並行しながら考えていきたいと思っています。だから、

当分はちょっと不便をかけると思いますけれども、そういうようなことをいろいろ考慮した

中で、それで一応は、やっぱり笠井議員が言ったように、３名の職員が一応閉鎖することに

よってこっちに行くことに、その３名のその仕事ですね、それがどのように活用するか。こ

れはちゃんとはっきり示さなければならないと考えております。 

そういうことで、今、いろいろ問題提起、笠井議員から出されました。そういうことも検

討した中で、一応、新年度の直接説明会に臨みたいと考えておりますもので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、避難勧告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） それでは、２点目の避難勧告についてということで質問させていただ

きます。 

  昨日からたくさんの議員がお話をしていますが、台風15号、19号と被害が出て、避難勧告

も19号のときには発令をされ、避難を行った方、避難をしなかった方と、個人の対応はばら

ばらだったように感じました。その点を踏まえまして、以下の点を伺います。 

  １点目、避難勧告発令の目安はどのようになっているか教えてください。 

  ２点目、高齢者の単身または夫婦のみの世帯の避難について、町はどのような対応を行っ

ていますか。 

  ３点目、避難所の場所や避難のタイミングに不安があり、自宅待機をしている方が多かっ

たように感じました。町としては何か対策を考えているか。 

  ３点、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） 笠井議員の第２問、避難勧告については３点からの質問となっており

ますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、テレビ報道等で何度も広報がされておりましたが、避難勧

告の発令は、原則、気象庁が示している段階的に発表される防災気象情報に基づき発令する

こととしておりますが、降雨状況等に応じまして、早期避難が必要と判断した場合には、私

の判断によりまして、気象庁の基準によらず発令することがあります。 

  次に、２点目についてですが、台風による風水害は、あらかじめ進路等が予測できる災害

であるため、同報無線等による事前避難の呼びかけなどにより対応を行っております。 

  次に、３点目についてですが、台風につきましては、気象庁から進路等さまざまな情報が

テレビを通じて発表されておりまして、自分の住む地域、また、住宅の状況をハザードマッ

プ等により各自で確認していただきまして、安全な場所、また親類縁者宅や町及び地区で開

設する避難所に避難していただくことが、自分の命を守ることになると考えております。 
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  今回の台風は、接近前から狩野川台風と同等以上と言われているにもかかわらず、早期避

難をせず、風雨が強くなってから避難する方が多くいたように感じます。 

  風雨が強くなってからでは、避難がより難しくなりますので、住民の皆様が早期避難して

いただけるような啓蒙等を図ってまいり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） はい、ありがとうございます。 

  避難勧告については、その段階的なというところと、最終的には町長の判断で出すという

ところで、そこは理解をしました。 

  ２点目の高齢者の部分に関してですけれども、同報だけということで、テロップにも出る

んでしょうけれども……、テロップには出ないか。高齢者のほうの早期避難とかは、事前に

メールとかも出していましたよね。同報でも流れていたけれども、やっぱり感じたのは、ピ

ンとこないかなと、皆さん。 

  これは、２つ理由があるかなと思うんですけれども、まず、昔の経験則ですよね。よく言

われるやつですよね。ここのところ大きい大きいと言われながら、そうでもなかったから大

丈夫だろうという経験則。 

  ２つ目は、どうしたらいいかわからない。どこに行ったらいいかわからない。ずっと住ん

でいても、例えば公民館が避難所になっているよねとなっても、でも、あそこの避難所はち

ょっとなというのがどうしてもある。この２つだと思います。 

  それは、３つ目にも絡んでくるかなと思いますね。避難場所、タイミングですね、ここに

関してなんですけれども、私が住んでいる白田地区に関しては、前にもお話ししたし、知っ

ていると思いますが、湯ケ岡公民館は土砂災害の警戒区域にかぶる地域、浜の公民館は高潮

の被害を受ける区域でございます。それで、ここで避難をと、避難所を開設しますよと言っ

ても、なかなかやっぱり地域の人たちは知っていますから、そこへは行けないよねというこ

とがあると思います。これは白田だけでなくて、稲取のほうもそうでしょうし、ですので、

なかなかこう皆さんそれを考えてしまうと自宅待機というところがあります。 

  今回はかなり、10月12日ですね、白田川増水による避難指示という形で13時57分、また14

時30分、区域変更して、15時33分、町内全域避難指示という形で、かなりメールを出してい

たと思いますよ。 

  この避難指示というのは、もう避難してくださいですから、本当は避難をしなければいけ



－109－ 

ないんだけれども、もうこのタイミングだと厳しいと。かなり雨風が強くて厳しかったなと

いうのが正直なところだと思います。 

  それで、先ほど町長は、台風だからもう自分の身は自分で守るじゃないですけれども、早

目の行動をということを言っていたんですけれども、ここの啓発というのがどうしても少な

くて、特に高齢者に関しては、高齢者単身だったりとか二人というと、車が運転できる方、

できない方いらっしゃいます。この辺を町はどのように、勝手に自分の命は自分で守るんだ

から、早目に行動してねと考えているのか、それとも自主防、民生、こういう連携をとって

何か対策を考えているのか、ちょっとひとつ教えてほしいと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この避難勧告という、今度、県の町長会のとき、一応函南の町

長が大変体験、経験を、その経験談を今度話してもらうことにしました。やっぱりどのよう

な苦労があったか、いろんな中で、今度の町長会のときに函南の町長が15分から20分ぐらい

その経験、体験談を話してもらう。 

  その中で、ちょっと話した中で、やっぱり狩野川台風といったときには、もうその経験を

した人はもうすぐに避難したと言いました。やっぱりある程度そういうことを経験した、そ

して若い人ほど、避難勧告を出しても、なかなかそういうことをやらなかったと。ただ、高

齢者に関しては、本当に今回は狩野川台風以来の台風だというので、その狩野川台風と聞い

ただけでもう避難勧告が出たときには、もう高齢者はもう避難したもんで、その辺は助かっ

たとか言っています。 

  やっぱりある程度そういう経験を、本当は経験はよくないんだけれども、やっぱりそうい

う体験、経験をしたことがある方は、それをもう肌身で知っておりますもんで、それはすぐ

にやると考えております。 

  そういう中で、やっぱり基本はみずからの命はみずからが守る。やっぱり自分の判断の中

で行動をしているものが一番ですよ。町が避難勧告を出したら、できるだけそれに沿った中

でやってほしい。また、避難指示を出したら、本当、今回は自分自身は確かに避難勧告でい

いと思ったけれども、避難指示を出したとき、白田川が越水して、もう氾濫してもおかしく

ないような状況でありましたもんで、あと１メーターかそのくらいしたら、もう氾濫する可

能性があったもんで、そこで避難指示を出したもんで、別にそれが遅かったとかそういうこ

とは考えておりませんし、やっぱり避難指示が出た場合、今回の避難指示は多分全町ではな

く片瀬地区だけだったよね。そうだよね。 
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（「最後に出ていました」の声あり） 

○町長（太田長八君） 最後に出した。ごめんなさい。 

そういう中では、全町的というか、やっぱり一番今回心配したのは、白田川の氾濫でござ

いまして、やっぱりそこだけは、やっぱり白田川に避難指示が出たときは、やっぱり避難し

ていただきたいと考えています。 

  そういう中で、公民館とかへの避難場所の問題提起が今ありました。そこは、やっぱり町

としても今後考えていかなければならないと考えておりますし、今度は自主防災会の区長会

の会長さんと防災との話し合いをいたしますもんで、その中で反省の中で、いろいろ出た中

で、またよりよい方向でいきたいと考えております。 

  やっぱり再三再四問題になるのは、やっぱり、今、笠井議員が言ったその高齢者の問題で

ございます。いろんな面で、やっぱりどこまで見たらいいのかということがありますし、や

っぱりその辺もこれから考えなくてはならないです。そういうことも、また自主防災会とも

話し合った中で、よりよい方向、そういうのを見つけ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） 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。 

  自主防災会と考えていくというところですけれども、この役割というのをはっきり決めた

ほうがいいかなと僕は思います。何かというと、例えばこのように台風だったりとかは事前

にわかりますよね。ただ、地震だったりとかいうことになりますと、急に来ます。なかなか

誰がどのセクションで何をするということを、はっきり決めておいたほうがいいかなと思い

ます。 

  僕が思うのは、例えば自主防、民生委員、地区、あとは、それを仕切る役場の組織という

ところで、３つの仕事があるかなと思いますが、もう高齢者の避難に関しては、もう一番は

町からもう早目に避難してくださいもそうなんですけれども、なかなかそれでも難しいので、

じゃ、民生委員と提携して、早い段階で見回りをして、どのような状況になっているかとい

う情報収集とかいうこと。それでも動けないというと、もう例えば自主防とかにお願いをす

る、消防団の方々にお願いをして、もう移送をする、要は輸送するですね。というもの訓練

というのが必要だと思いますし、あとは、やはり車で避難をするというところを考えると、
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各公民館では受け入れが厳しい状況というのがあると思います。 

なので、例えば今回の場合で言ってしまうと、私が思うのは、もうはなから公民館の開設

は諦めて、もう各小学校、中学校に最初から行くという、こういう２パターン、何パターン

かのパターンのシミュレーションというのを、やはり役場がつくっていただいて、行政がつ

くっていただいて、それを各地区に落とし込んで、やっぱり訓練というか、シミュレーショ

ンをしていくということが必要だと思います。今回も、最初から例えば小学校だよと言った

ら、行った人も多いかもしれないですよね。 

  また、白田の話になって申しわけないんですが、例えば白田川が越水しそうだった。確か

にそうです。僕の住んでいる自宅からも白田川が見えます。かなり高い位置まで来ていたの

はわかっております。このときに可能性としてはかなり低いですが、白田川には４本の橋が

かかっていますけれども、この４本が全て車両が通れない状況下になった場合において、白

田の人たちは稲取に逃げられるかといったら、やはりその状況下であれば、国道も通れない

可能性が高いし、山側もかなり危ない状況が出てくると、陸の孤島になりますというところ

もありますので、そういうところまで、最悪まで考えて、避難場所の確保というのをやはり

考えていただきたいと思います。 

  僕は、これがまたできるかできないかの話はちょっと別ですけれども、例えば老人ホーム

の湯ケ岡の郷と提携を結んで、高齢者だけの受け入れをするとか、温泉病院に関してもそう

だと思うんですけれども、できる余地はないかなというところはあります。全てにおいて全

部を受け入れてくれではないですけれども、フリースペース等、あと受付等の場所を開放し

ていただいたりとかして、そこに対して町が、例えば防災備品の配備をするとかいうことで、

ウイン・ウインの関係をつくってやっていければ、新しいものをつくらなくてもできるのか

なと思いますが、このような考えは、町長、お持ちかどうかを、もう一回教えてください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的にいろんな場所、本当にうちの場所にはそういう急峻な土地が

あるもので、やっぱりそういう避難場所とかも、結構、そういう土砂災害地域とか含んでき

んますもんで、湯ケ岡の郷のホームは、そこは、今、副町長に聞いたら、そこも土砂災害の

危険区域に入っているようなことを聞いています。いざ災害があったらそれは、福祉のは避

難場所になっておりますもんで、それはいざのときからそれは活用できます、そういうとき

は。 

  しかしながら、いろいろこれから検討して、何しろ18日に自主防災会と区長さんでもって
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話し合った中では、どのような方向が一番いいかとこう煮詰めた中で、またこれ経験によっ

て、また問題が出てきます。ちょっと18日の防災の話との中でやっていきたい。 

  そういう中で、今回、やっぱり片瀬、白田の方はもう熱小という頭がありますもので、今、

笠井議員が言ったように、いざその橋が危ない場合は、やっぱり一応稲取高校もそうなんだ

もんで、じゃ、稲高はどうかといったら、意識がないもので、みんな熱川小学校に、区長さ

んたちもやっぱり熱川小学校という中で、これからはやっぱりある程度片瀬地区、白田地区

の方には、一応稲取高校ということも頭に入れてもらった中で、ちょっと話を進めていきた

いなとは、それは考えています。 

  とにかく18日は、今回、15号、19号の検証を自主防災会長さんと一緒にやりますもんで、

その結果をまた皆様方にある程度お示ししていきたいと考えておりますので、それまた御理

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） はい、ありがとうございます。 

  その区長さんとの話し合いで、今後のよりよい方向を進めていっていただければと思いま

す。 

  この間、先日ですね、熱川小学校ではかがやき発表会というのがありました。これは１年

生から６年生まで、防災に対して自分たちで調べて発表しようという会でございまして、参

観日も含め一日やっていたところでございます。ここには、僕が会っただけでも奈良本の区

長さん、白田の区長さんも来ていました。 

  この中で、やはりいろいろ防災、避難したときのペットのあり方だったりとか、どういう

生活をするんだとか、避難場所についての安全だどうだという話もありました。これは学年

が違ったりとかして、単純に２年生とかも見てきて、ここのあれはどうだよとかいうのもあ

ったんですけれども、この中で、やっぱり小学５年生が、湯ケ岡の人たちは元双葉に逃げた

ほうがいいという結論を出しているんですよ。これは何でかと書いてあったら、さっきの湯

ケ岡公民館、土砂災害の位置なので、そこに逃げても土砂が来るから危ないから、湯ケ岡の

人たちは双葉に逃げたほうがいいという結論を発表しているわけですよ。 

小学生でもわかるので、役場の人たちが、申しわけないんだけれども、公民館、一番近く

の場所をあけるという決まりはあるかもしれませんけれども、安全か安全じゃないかという
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ところをまず考えて、やっぱり今後やっていかないと、そこをあければいいんだという考え

だったら、人は死にますよね。 

  なので、言って逃げないから被害が出てもいいのか、それとも被害を出さないためにどう

するのかということを今後重点にしておいて、考えていただければなと思います。それによ

って町民の動き方は変わると思います。町がそこまでできないのであれば、自主防に申しわ

けない、災害が起きたときは、１週間自分たちの地区は何とか生き延びるようにしてくれと

言ったら、みんな考えると思います。そのぐらい極端でも僕はいいと思っていますので、今

後いい方向で考えていただければ思いますので、２問目はこれで終わりにします。 

○議長（村木 脩君） 次に、第３問、人口減少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） すみません。では、３番目の人口減少についてを質問させていただき

ます。 

  当町の人口は年々やはり減少傾向にあり、下げどまりが見えないように感じます。人口ビ

ジョン総合戦略に掲げる2040年の予測人口は8,400人。ただ、今のスピードでいくと、それ

を下回るのではないかと私は危惧しております。その点を踏まえて、以下の点ですね、伺っ

ていきます。 

  まず、１点目、当町における20代、30代、人口減少を町長はどのように考えていますか。 

  ２点目、企業のサテライトオフィスの誘致、これは進んでいるか教えてください。 

  ３点目、２拠点でのライフワークを行う若者が最近増えています。当町では、このような

方々へサポートする予定、考えはありますか。お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 笠井議員の第３問、人口減少については３点からの質問となっており

ますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、当町に限らず20代、30代を含む生産年齢の人口減少は、労

働者不足につながる我が国が直面する大きな課題となっておりまして、当町の産業に対する

影響も大きいものがあると考えております。 

  また特に20代、30代の女性の人口減は、出生数の減少による少子化が進む大きな要因とな
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っております。 

  この課題解決のため、人口減少・超高齢化問題の深刻化に対しまして、本町が抱える地域

の課題を解決いたしまして、将来の発展・反映を図るために「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」によりまして、人口減少対策事業に引

き続き取り組んでまいります。 

  次に、２点目についてですが、町内でも光回線が敷設されまして、通信インフラの環境が

整った中で、2016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この東海汽船事務所の改修が終了いたしました。 

  本年５月より、ＮＰＯ法人ローカルデザインネットワークが、施設名称を「イーストドッ

ク」とし、シェアオフィスなどとして運営しております。 

  現在までに、このイーストドックにおきまして、東京都中央区に本社を置き、温泉宿泊予

約サービスを行うゆこゆこホールディング株式会社の社員25名が交代し、11月19日より12月

13日までの予定で、テレワークを実践しております。 

  また、イーストドックでは、空き家改修プロジェクトに参加いたしました大学卒業生らに

より、週末に東伊豆町で仕事を行う２拠点居住が実施されております。現在、町が行ってお

ります大学等連携事業に参加した卒業生らが、今後このような生活を、当町において実践し

ていくことを期待しております。 

  次に、３点目についてですが、２拠点居住の若者に対するサポートは、若者からの相談へ

の対応や町からの情報提供が、実施可能な支援であると考えでおります。 

○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。 

  20代、30代の減少に関しては、当町だけではないということは私もわかっているんですけ

れども、どこも抱えている問題ではあるんですけれども、ただ、逆に言うと、この世代とい

うのをうまく取り込まなければ、やはり未来はないかなと私は思っております。 

  先ほど町長が言いましたけれども、この20代、30代、特に女性とかですね、家族というの

がこれからの少子高齢化というところですね、出生数につながっていくというところもある

んですけれども、やはり、じゃ、単純に戻ってきてねというと、仕事の問題とかたくさんあ

りますので、なかなか難しい。今までも一生懸命取り組んでいただいたけれども、なかなか

成果が出ていないというのが現状だと思います。 
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  この２点目に書いたテレワークに関しては、やはり、今、ゆこゆこさんの話がありました

けれども、イーストドッグを使って、あれは交代でワーケーションという形で、こっち側で

仕事をしながら、温泉に入ってみたりとかいうところ、これは体験として最初すごくいいこ

とだと思いますけれども、ここから数パーセントでもこちらで生活をしながらということが

できる人たちを見つけていくことを、今後していってほしいなと思っております。 

  ワーケーションに関しては、もう先進地は和歌山ですね。南紀白浜、総務経済が今年度視

察してきていますが、ここに関しては、もう県を挙げてワーケーション先進地ということで、

もう企業誘致を、もう県を挙げてやっていますけれども、町単体でもゆこゆこさんだけでは

なくて、今、東急さんもサテライトというところで動いていますので、その辺と連携をして、

ぜひイーストドッグという場所をつくったので、こういうところで仕事ができる人たちを増

やしていきながら、２拠点していくというところですね。それで、交流人口をまず増やしま

しょうよというところですね、私、思うところは、そう考えております。 

  ３番目の２拠点のとこですけれども、リクルートさんとかも今年出ていたので知っている

方もいらっしゃるかもしれませんが、２拠点で暮らす人たちのことをデュアラーと言います。

デュアルライフの人たちでデュアラーなんですけれども、これが今年はやると、すごく言わ

れていました。 

  実際にデュアラーというのは２つありまして、平日を都会で過ごして終末を田舎で過ごす

人、それとあと、２つの拠点で２つの仕事をしている人、この２つだと思います。 

  デュアラーは、もう本当に２つに大きく分かれるのかなというところがあって、すごい収

入は気にしないけれども、自分のワークバランスを重視する若い人たちと、それなりに収入

があって、時間とお金に余裕がある人たち、この２つかなと思います。 

  ターゲットとしては、収入があってという方々は非常に余裕もあるので、こっち側で子育

てしたりとかいう人たちが多いかなと。それで、ワークバランスをとりたい若者というのは、

どうしてもノマド的な、ここに来て一生をということはなかなか難しいのかなと。ここにあ

る仕事に対して、何年かやったらまた動くという人たち。 

それで僕は、重視するかなと思うのは、どっちかといったらノマド的な人たち、若い人た

ち、これをぐるぐる回すことによって、いろんな風が入ってくるので、いろんなアイデアが

生まれて、地域活性が非常に生まれるかなと。その中で、先ほど言ったように、ちょっとお

金と時間がある方々が子育てとかをしてくれると、意気投合して、新しいものがあって、そ

の人たちが居づいてくれるかなという僕の勝手な理想でございます。だから、こういう人た
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ちをどんどん受け入れませんかというのが、僕の提案です。 

  今までもいろいろやってくれているとは思うんですけれども、やっぱり先進地では、居住

するための場所の提供ですね。町が入って安くやるとか、子育てに対しての相談もそうなん

ですけれども、費用的な部分。それで、このデュアラーがずっと一家で来ちゃうと、ああや

っぱり田舎じゃなくて都会がよかったなという人たちのストレスが減るんですよね。なぜか

といったら、東京に拠点もあるので、嫌になっちゃったら、２日だけ東京に行ったりとかで

きると。 

  実際、町内にも結構いると、町長、御存知だと思うんですけれども、地域おこしの本田さ

んとかもそうですよね。こっちで仕事をしながら、向こうでも仕事をしていたりとか、まあ、

向こうに拠点がありますから帰ったりとか、そういうことでストレス発散だったりとか、新

しい風を持ってきやすいので、この辺の誘致に関して、もう一回、町長、何か案がないか、

考えがあるかどうか、ちょっとお伺いしたいと思うんです。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず若者たち。なにしろ国でさえ失敗したんですよね。東京一極集中

をやるんだといって、もうはっきり失敗は認めました。そういう中で、やっぱり地方にそう

いう若者が来るのは、国が失敗したものを、なかなか町のほうでやるということは、やっぱ

りいいのはやっぱり官公庁ね、地方にやればいいんですよ。そうしなければ、絶対東京の一

極集中はおさまりませんもので、国のほうで英断してもらったと自分は考えております。 

そういう中で、第２次の調査をやっています。どのような結果になるかちょっと期待して

おりますけれども、何しろ東京一極集中、これを直さない限り地方は疲弊するということは、

もう全国の町長会へ行った中でも、もうそういう話ばかりでございます。やっぱり幾ら言っ

ても東京の魅力には勝てない、幾らやってもだめだよと。幾ら定住・移住の施策をやっても

なかなか来ないと。 

  そういう中で、今、町は関係人口ということで、この町に興味を持った中で、いろいろこ

の町に携わっている方の、そういう関係人口を多くやろうかという中で、今、女子大と連携

協定を結んだりした中で、多くの若者に来てもらった中で、その情報発信をしてもらって、

もし気に入ったならば、今言ったように２拠点の中でそういうことをやってもらいたいなと、

今、そういう考えでございます。 

  本当、笠井議員の考えは、私も共通するところがありますもんで、やっぱりある程度そう

いう、この町に関係した、その関係人口を増やした中で、この町に興味をまず示してもらっ
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た中で、また都会へ帰ったとしても、またこの町に再度帰ってくるような、そういうことの

中で今、政策をやっておりますもんで、今はともかく、今年中、５年先には多少結果が出て

くるのではないかなと、まあ、甘い考えではございますが、そういう施策もとった中で、今

関係人口を増やそうと今、そういう施策を打っております。 

  さらに今、東急さんとの話も出ましたが、ＮＰＯは一応東急さんのほうにも話を投げた中

で、イーストドックのことは紹介しているようなことを聞いておりますもんで、当然、東急

さんとテレワーク、伊豆高原をつくったもんで、その辺との連携はやっていくのではないの

かなと考えておりますもんで、私も時間があれば、伊豆高原をちょっと見ていきたいなと考

えていました。ちょうど災害が発生したもので、そこも見られませんでした。 

  東急さんがやったテレワークは、やっぱり寝姿山の中の、相当変わっているようなことを

聞いたもので、１回視察に行きたいなと思ったら、ちょうど災害が発生したもんで、再度ち

ょっとそこをまた視察に行ってきたいなと考えておりますもんで、基本的な考えは笠井議員

と同じような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） ２番、笠井議員。 

（２番 笠井政明君登壇） 

○２番（笠井政明君） 関係人口を増やしていただく、これは当然増やしていただければ、稲

取とか東伊豆町という言葉があって、知らない土地よりかは親身になるという部分はあると

思います。だけれども、それが移住だったりとか、定住に結びつくかといったら、僕はイコ

ールではないかなと思っています。 

  もう結局、これからの若者を含めですけれども、この先、世の中が終身雇用も崩壊してい

ますというところもあって、収入に関しても非常に格差が今あるという中で、ＡＩも出てく

るという中で、なかなか先行きが見えない。もう今の若者は、個々で自分の能力を売ってお

金にしていくしかないというような考えを持っている若者もいる。だから縛られない。なの

で、フリーエージェントみたいな方々が非常に増えてくると私は予想しています。これは10

年ぐらいで、かなり増えてくるかなと思います。 

  そうなってくると、もう会社に属さないというところが多くなってくると、働く場所、働

く時間、そういうものも関係なくなってくると、今度どういうことかといったら、地域との

つながりだったりとか、そこでの新しい人のつながりというのを欲してくるというのが、多

分、人だと思いますので、そういうところを受け入れできるような体制というのをどんどん
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していかないと、これから、今、本当に20代前半、大学生とかは、会社に入ったところでと

いうところが、今、ニュースにも出ていますけれども、どういう企業が選ばれるかというの

は、非常に難しい時代になっています。そこのところで今後を見据えて、この当町を、やっ

ぱり関係人口、交流人口、そこから最終的には定住という形ができれば、非常にいいかなと

思います。 

  子育て世代に関しては、デュアラーになると、旦那さんは平日東京、週末伊豆、子育ての

奥様とお子さんはこの田舎で過ごすという、だけれども、奥様も子育てに疲れたら週末東京

に行って旦那さんが面倒を見る、こういうような生活が実は田舎にはいっぱいできる要素を

持っているので、そこの中で、非日常をどうやって演出して、当町がほかの町に負けずに魅

力を伝えられるかが、ここから勝負だと思いますので、ぜひ前向きに取り組んでいただいて、

非常の人口減少、昨日、稲取保育園の話もありましたが、来年入園希望者が４名ぐらいとい

うことで聞いております。もうこれは非常にとめられないぐらい進んでいますので、早急に

何とかこの人口を増やす施策というのを考えていきたいと思いますので、ぜひ一緒にやって

いただければと思います。 

  以上で終わりにします。 

○議長（村木 脩君） 答弁はよろしいですか。 

○２番（笠井政明君） はい、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。 

  この際、10時35分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時２４分 

 

再開 午前１０時３５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） 10番、内山議員の第１問、入湯税の引き上げについてを許します。 
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  10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） それでは、私は２問お願いしてありますけれども、まず、第１問目

は入湯税の引き上げについて。 

  入湯税の引き上げが検討されているというが、次の点を伺います。 

  まず、第１点目は、入湯税のここ10年の推移とその使途については。 

  ２点目は、入湯税の引き上げ率と引き上げのその理由ですね。 

  それから、３点目は、当町の引き上げの時期とその使途についての３点を伺います。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） 内山議員の第１問、入湯税の引き上げについては３点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、入湯税の推移につきましては、100年に一度とも言われる

リーマンショックに端を発した世界同時金融危機などの影響により、平成22年度に初めて入

湯客が100万人を割り込んだところですが、その翌年には東日本大震災と、これに伴う原発

事故による風評被害の影響などにより、入湯客が82万5,000人まで落ち込みました。その後、

平成24年度には入湯客が87万1,000人まで緩やかに回復したところですが、震災前の実績に

は届かず、さらには平成24年度末から大規模宿泊施設の閉鎖が相次いだ影響によりまして、

収容人員が大幅に減少しており、平成30年度の入湯客数は75万1,000人で、減少をしており

ます。 

  法定目的税であります入湯税の使途につきましては、環境衛生、消防活動及び観光振興の

財源のみに充当できることとなっており、その内容は町のホームページでごらんいただくこ

とができます。最近の内容といたしましては、平成30年度決算は、環境衛生施設の整備に

5,146万5,000円、消防施設等の整備に700万円、観光施設整備に202万6,000円、観光振興に

5,097万4,000円を充当しております。 

  次に、２点目ですが、現在の入湯税150円を100円引き上げまして、250円とすることで検

討しております。引き上げの理由ですが、熱川・稲取の旅館組合から引き上げにつきまして

の要望書が提出され、町といたしましても今後の環境整備を中心として、観光振興や既存の
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施設の維持補修につきまして、財源確保の必要性を感じていることから検討を行っているも

のです。 

  次に、３点目についてですが、引き上げの時期につきましては、台風による被害や消費税

増税の影響を見きわめる必要があることから、令和２年10月または令和３年４月のいずれか

で検討中です。 

  また、使途につきましては、観光客の満足度を高めるための環境整備を中心に検討してい

きたいと思いますが、入湯税の特別徴収義務者である宿泊施設の皆さんの要望に可能な限り

答え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） 整理しながら、１点ずつお伺いします。 

  まず、ここ10年の推移と使途については、今、町長のほうからお聞きしたんですけれども、

減少のもう一つは、私は減少した理由が先ほどちょっとありましたけれども、リーマンショ

ックだとか、あるいは大きな意味では事業所の閉鎖というようなことと、それからお客さん

の客層といいますか、そういう皆さんが団体のお客さんから、家族、グループ客になったと

いうことが一番、それが入湯税の減少につながったというようなことになると思います。 

私も、もうそういうことの中で、それの対応が実際できたかどうかということについては、

また後ほどあれにしますけれども、一応そんな原因があるかと思うんですね。 

  それから、原則的なものに限りまして入湯税や目的税ということで環境整備、それから環

境衛生、それから消防関係、それから観光の振興といったことになっていると思いますけれ

ども、その中でもう一点、本当に原則的なことなんですけれども、実際の納入している事業

所というか、その前に課税対象といいますか、実際にお客さんが来て、どういう人たちから、

例えば宿泊をして、料金が幾らから入湯税がかかるのか。あるいは子供さんについては従来

取っているのかどうか。それから、これから値上げした場合についてはどうなっていくのか

どうか、その辺のところと、それから実際に預り金で納入する事業所があると思うんですけ

れども、その辺のところのですね、今、旅館だとかそういうものの件数があるのかどうか。 

  それから、もう一点は、旅館だとかそういう宿泊施設でなくても日帰り客の旅館でやって

いる関係の料金は入湯税を取れるのかどうか。それから、北川とか大川にある日帰りの温泉

ですね、ああいう露天風呂だとかそういうものについて、実際に入湯税を現在取っているの

か、これからどうするのか、その辺についてを、まず１点目の関係で今言った３点をお聞き
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します。よろしくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 税務課長。 

○税務課長（福岡俊裕君） それでは、ただいまの内山議員の質問にお答えいたします。 

  まず、特別徴収の義務者となります入湯税の納入の義務を負います特別徴収の義務者につ

きましては、平成30年度につきましては75事業所となります。うち、納入団体というのは３

以上の事業所がつくる納入団体を指しますけれども、３以上の特別徴収義務者でつくる納入

団体に加盟している団体は44団体、未加入の団体が31団体ということで、合計75事業所とい

うことになっております。納入団体につきましては全部で４団体ございまして、北川温泉旅

館組合、熱川温泉旅館組合、片瀬温泉旅館組合、稲取温泉旅館協同組合となっております。 

  子供の入湯税についてでございますが、子供につきましては町の条例によりまして、12歳

未満の者は課税免除となっております。 

  日帰り入湯の関係につきましては、条例上、日帰り入湯に関する記述、明記はございませ

ん。こちらについては今後整理をしていく必要があるというふうに感じております。 

  以上でございます。 

○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） 今の納入の事業所については75件というふうなことで、従来から随

分減ったなという感じもいたしますけれども。それから団体としては各地区にある温泉旅館

組合というふうなことになっていると思います。 

  それから、子供さん等については条例によって取らないということですけれども、今後、

これからもし値上げしたときについては、どういうふうに考えているのかどうかというのを

もう一度お聞きしたいと思います。 

  それから、日帰りの入浴についてもまだ整備がされていないということですけれども、そ

の辺のところをどういうふうに考えているのかどうか、その辺はもう一点お聞きします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 内山議員の、子供に関しましては従来同様取らない方向でいきたいと

は考えております。 

  あと日帰り温泉については、今言ったように検討しておりますもので、ちょっとまた、ま

だ検討中なものでございまして、どのような方向が一番いいかというので、今、検討してい

ますので、その辺はちょっと答弁は控え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） 10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） 今の１点目については、ほぼ今、私の質問については町長、課長の

ほうから御説明があったもので、一応そういう認識のもとの中で今後また考えていかなきゃ

いけないと思うんですけれども、２点目の引き上げの案とその理由ということなんですけれ

ども、町長のほうから答弁があったわけですけれども、観光協会、昨日のどなたかの質問で

もありましたけれども、観光協会が値上げしてくれということで要望書が出たから、時間が

かかったですけれども、実際に私がもう一度問いたいのは、観光協会がどういう考え方を持

ってこの要請に来たのか、その辺を町がどう捉えているのかどうか。 

  それから、町はただそれに便乗しているような格好に今、発言の中で受け取るものですか

ら、逆に町のほうとしては、どういう考え方のもとの中で値上げということを考えているの

かどうか、その辺の基本的な部分をもう一度お聞かせ願いたいということが１つ。 

  それから、入湯税については全国で1,343件のそういう施設があるわけですけれども、そ

のうち全国的に150円のところが92.5％、それから、実際に200円を超えるところの超過課税

をしているところが、まだ６件なんですよね。そこの中で、果たして私どものこの町が入湯

税を上げることがそれにふさわしいのかどうか、その辺のことを町としてどういう考え方の

中で、まだわずか６件しかない超過課税をやっているところに、同じような格好で考えてい

くのかどうか、その辺のことをちょっともう一度御答弁願います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、要望書、これに関し来たときには、旅館組合長というか関係者、

基本的には町の財政も大変厳しくなった中で、やっぱり受益者負担ではないですけれども、

やっぱり一番の大きなあれはオリンピックに対しまして、外国の方から一応環境を整備する

ために一応1,000円のとかが、そういう税、入国……、何ていうか、そういうものを取ろう

というそういう雰囲気があった中で、旅館の関係の方たちも一応自分たちもみずからそうい

う中で、やっぱり町も財政が大変厳しいもので、そういう中で自分たちも入湯客、確かに最

初は結構全国の中でも評判になるかはわからないけれども、それを乗り越えた中で環境整備

というかそういう基金を自前で、一応宿泊入湯税の中でやっていきたいと言われましたもの

で、町といたしましても、当然、大分財政状況が厳しくなっていく中で、みずから言ってき

てくれたもので、一応旅館とかそういう方たちの意思を踏まえた中で、大変ありがたいなと
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いう中でやっていく。 

  基本的には当然マスコミには150円が250円になったとありますけれども、料金の中じゃ含

まれているもので、その中で出てきませんもので、宿泊上入湯券を200円込みという、多分

そういう中になってきますもので、多分、例えば仮に今までが１万円だったものが１万100

円になるとかそういうことはないと私は考えておりますもので、そういう最初のショックと

いう言い方おかしいですが、やっぱり全国的なやつにはそれはなると思いますけれども、今

後そういうところは多くなっていくと考えております。基本的には来た人にはやっぱりその

土地のことを、方にまたよい観光地にしてもらいたいなという、一部を負担してもらう中で

入湯税を今回上げるような感じでございますもので。 

  趣旨といたしましては、観光協会が来た中で町の財政等も考え、さらに自分自身である程

度基金をためた中で、この観光地をよく、環境整備に使いたい、そういう趣旨が来ましたも

ので、町としても理解した中で今こういう状況でございます。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） ちょっと町長、自信がなさそうな答弁であれだったけれども、実際

に、じゃ、町長が言うように、ちゃんと受益者負担というのは環境整備を実際町としてやっ

ていくについては財源がない。そういう点で受益者に求めたいということで、その受益者と

いうことについては、実際にお客さんですけれども、自治体に納入する皆さんのほうで、お

客さんが来なければ実際にそういうものもないんですけれども、お客さんが来る意味で考え

ると、観光整備ということが非常に大事であるということ、観光の環境整備ですね。そうい

うことの中で取り組むということの中で、実際にその込み込みの料金であるから、そんなに

お客さんにも負担かけないから、今の150円のものが超過になっているところが６件しかな

いけれども、そういう意味では皆さんからお願いして観光の環境整備中心に使いたい。 

あるいは海外の皆さんに、来るお客さんについても、当然皆さんが外国人が来る中でいろ

いろわかりにくいようなものを直すとか、そんなことも含めて考えたいということであれば、

ある程度それはわかりますけれども、何度も言いますけれども、ほとんど150円のところが

92％ということですから、1,300幾つの。だから、それについては非常に重いものがあると

思うんですね、まだ６件しかないんですから。その辺のところで、また後ほど使い道の関係
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であれしますけれども。 

  それで、引き上げ率の10％ということについての根拠というか、それについてだけちょっ

ともう一度お伺いしたいと思いますけれども、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） 100円の根拠といえばはっきり言って見えません。ただ、150円から一

応100に上げたいなという中で来た中で、やっぱりその100円をほとんど観光に使いたい、そ

ういう中で今100円という案が出ております。その根拠というものはちょっと聞いたけれど

も、……、その根拠につきましては後で。 

  そういう中で内山議員の言っている、みずからこの入湯税を上げるというのは本当に自分

の首を絞めるようなものです、はっきり言って、さっき言ったようにマスコミが当然取り上

げますから。稲取温泉のイメージは最初は悪くなりますよ。それを覚悟の上で稲取、熱川の

方たちがやろうと言った中で、そういう中で私は町のこと、いろんなことを考えた中で、み

ずからやっぱり自分たちの首を絞めてもいいからやりたいというそういうこと、そういう中

で私はまた皆さん方の意思とか、また町の財源のことを考えた中で、これは町といたしまし

ても、また皆さんに上げているのが現状でございますもので、その辺は御理解願いたいと思

います。 

  その根拠につきましては担当のほうから。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） 現在検討しています100円での入湯税の引き上げということ

でございますが、これについては財源上の規模感から考えまして、財源上、今75万人ほどお

客さんが入っていただいていますので、100円上げると7,500万円、50円上げるとその半分と

いうことなんですが、50円の3,750万円程度の増収では、現在ある施設の維持補修プラス今

後の観光まちづくりを考えた上での財源としては、ちょっと足りないのではないかと。 

それと、50円に上げて様子を見て100円というようなお話をされている関係者の方もいら

っしゃいましたが、なかなか税金を２度上げるということにも抵抗感がありますので、しっ

かりとした観光地まちづくりをするためには、100円程度の引き上げが必要ではないかとい

うようなところから、今回100円で検討をしているところでございます。 

○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） 今、課長の説明でわかりましたけれども、一応、町長も不退転の気
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持ちで、要望したほうもそういう気持ちであるということであれば、それが妥当性だという

ようなことで考えていかなきゃいけないのかなと、そういうふうに受けています。 

  それで、最後に使い道の、引き上げの時期とその使途についてですけれども、町長、来年

の10月か、あるいは再来年の４月ということになりましたけれども、その辺の判断は気象事

例があったり、実際にいろいろ台風だとかそういうものの影響だとかそういうものの中で、

もっと早くにというようなことの考え方もあったようですけれども、修正をして、この間の

総務委員会のほうの中でもそんな話が出ました。 

  そういう中で私は一つは、今度上げる分について今、町長の答弁だと観光だけに使うよう

な関係のちょっと答弁だったのかなと思いますけれども、従来、環境衛生というかそういう

ものと、それから消防、それとあと観光の振興ということで３つの柱になっていますけれど

も、新しくその引き上げをする100円についてのものについては、そういう考え方があるの

かどうか。 

実際に昨年については、簡単に言えば、ごみ置き場を修理するのに五千何百万って、こん

なにかかったわけですけれども、今後そういう、昨日、稲葉議員からも質問がありましたけ

れども、し尿処理の関係、そういうものも近々そういう云々も時期が来ると思うんですよ。

そういうものについては、まず新しく値上げした分で使えるかどうか、その辺の確認をまず

したいことと、それから、あとは実際に町長、その今度のものについてはイベントだとか、

この間、観光課のほうでまとめた資料の中に、使途については100円の値上げした分につい

てはイベントだとか観光宣伝に使わないということでありました。その中で、観光振興、観

光の環境に使いたいということが主だと思いますけれども、今言ったのは、そういうものに

ついてほかのものも、３つあった中のものに使えるのかどうか、そういうことを一つお聞き

したいことと、それから、10％の分を町が留保して維持管理のものにやると言うんですけれ

ども、その辺のところの一つの根拠と、私は10％じゃなくて、逆に町のほうで維持管理だと

か今後のものの中で基金にするお金については、極端に言えば半々だとか、そういうものに

した中で、１年でできないこともありますから、継続的にそういう形にすることを考えてい

くほうがいいのかなと、そんなふうに受け取っていますけれども、それについてはまず２点

目ですけれども。 

  それから、あともう一点は、従来と同じように観光協会あたりはそう言って、各温泉場に

配分するということですけれども、この辺についてはちょっと検討の余地があるのかなとい

うことを考えますけれども、その辺についてをちょっとお伺いいたします。 
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○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことであります。まだこれは検討中なもので、それが決定で

はありません。まず使い勝手、これは町から入湯税を上げてくれといった場合は、基本的に

は今言ったように３分野がありますもので、これは分担でやらなきゃいけないと考えており

ますけれども、今回は一応旅館さんのほうから入湯税を上げてほしいと要望があったので、

旅館さん等が本当にみずからの覚悟をした中でやってきたもので、この100円につきまして

はもう観光のほうに全て充てていきたいと考えております、観光方面に。 

  そういう中で、あと内容のことをさまざま言いましたけれども、その辺はまだ自分はまだ

はっきり……、事務的にやっていると考えておりますもので、それについてはまだ報告があ

りませんもので、その辺ちょっとどういう状況かということは、観光課長から答弁させたい

と思います。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） まず使い道を施設整備の固定化というお話でしたが、議会の

全員の皆様への説明会のときにそのように説明させていただいたんですが、その席でも多少

使い道には幅を持たせたほうがいいんじゃないかというような御意見もございましたので、

先日の常任委員会の席では、施設整備等ということで、今後の考え方によっては多少使い道

の幅を持たせる方向で考えております。 

  引き上げた分全てを観光に充当するということについてですが、観光商工課、観光振興を

所管する立場の私といたしましては、いろいろな数字を分析していきますと、うちの町が商

工費について町の経済の観光への依存度ですとか、あとは就業での依存度ですとか、そうい

ったことを考えていきますと、決算額等を過去にさかのぼって見ていても、余りうちの町が

財政状況上、商工費にお金を割けていないという現状がございます。 

例えば入湯客１人当たりにどれだけ商工費を使っているかという数字でいいますと、伊豆

半島の観光地と呼ばれている10市町の中で比較して、入湯客１人当たりに一番お金を使えて

いないのが熱海市238円、２番目が東伊豆町でございまして、こういった面からも観光客に

対して入湯税を余り還元できていない町というような見方もできますので、観光商工課の立

場とすると、あと入湯税を上げてほしいという要望をしてきた旅館組合の方たちの立場とし

ても、やはり今回の引き上げ分については観光に充当するのが妥当ではないかなというよう

に考えております。 

  あと、配分の点についても御質問がありましたが、配分の点についても議会の皆様全員に
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私が説明したときに配分という言葉を使いましたら、単純に上がった分を各旅館組合に配分

するのはおかしいんじゃないかというような御意見もございました。これについてはしっか

りした使い道、これについて各旅館組合から計画が出てきたものについて議会のほうで審議

をしていただいて、議会の議決をいただいた上で一般会計から支出するということでござい

ますので、単純に上がった分、好きに使っていいよということにはならないのは当然のこと

でございます。 

  以上、御理解いただければと思います。 

○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） 今の町長と観光課長の答弁で理解できましたけれども、今度の値上

げ分については観光振興というかそういうものに使いたい、それの一つの根拠とすれば、商

工費をほかの市町村と比べたとき依存度が少ない、熱海が238円で、次が入湯税１人当たり

の観光費に使うものが２番目だということで、そういうものの中で入湯税の値上げを要望し

た観光協会だとかそういう皆さんも含めた格好の中で要望をお聞きすると、そこに充当する

のが妥当じゃないかということの話はわかりました。 

  それから、配分というようなこと、私もこの間、総務委員会の中でもいろいろお話を聞い

たわけですけれども、そういう中で当然、課長が答弁したように、配分でなくて、やっぱり

そこの地域の温泉場の必要なものは使えるような格好についても、実際に今度もう一度観光

協会あたりと協力して計画書をつくったものを、議会にそれにのせて議決を得るということ

ですから、その辺については十分わかりましたから、一応そんなことで第１点目の入湯税の

引き上げについては、これで終わりに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） 答弁はいいんですか。 

○１０番（内山愼一君） 答弁があれば。なければ、はい。 

○議長（村木 脩君） それでは、次に第２問、細野高原のミシマサイコの保護並びに復活・

活用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問目の細野高原のミシマサイコの保護並びに活用につ

いてということです。 

  実際に細野高原に自生している生薬に使われているミシマサイコ、かつては伊豆の山野で

良質なミシマサイコが取れ、伊豆の特産品であったことが確認されています。現在、野生種
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については取り尽くされて絶滅危惧種に分類されているが、わずか実際に細野高原に残って

おります。 

  一方で、三島市については栽培による復活やミシマサイコを材料に商品化が試され、伊豆

市では観光施設整備の構想も上がっております。伊豆を代表する御当地名のついた、御当地

名ということは三島ということですけれども、ついた植物、ミシマサイコの保護並びに復

活・活用ができないかどうか、次の点をお伺いいたします。 

  まず、１点目は細野高原に残っているミシマサイコの積極的な保護・保全の考え方は。 

  ２点目については、ミシマサイコの復活・活用を研究してみるべきじゃないかということ

が２点目です。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） 内山議員の第２問、細野高原のミシマサイコの保護並びに復活・活用

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、ミシマサイコは解熱、鎮痛などに効果がある薬草で、江戸時

代から明治にかけまして伊豆半島でも大量に採取されまして、三島市を集積場として出荷さ

れていたことから名前がつけられたと言われております。細野高原に自生するミシマサイコ

は、獣害などによりまして、最近ではほとんど姿を見かけなくなりました。細野高原は誰も

が自由に出入りできる開かれた空間であることから、保護・保全に取り組むのは非常に困難

であると考えております。 

  次に、２点目についてですが、ミシマサイコは現在県内でも藤枝市などを中心に80軒程度

の農家で栽培されているとのことですが、そのほとんどは製薬会社との契約栽培であると考

えられます。また、三島市のハーブ園ではお茶やあめとして商品化いたしております。名前

の由来にもなっている三島市でこのような取り組みを行うことは理解できますが、後発で参

入しても余りメリットがないと思いますので、町が主体的に取り組むことは考えておりませ

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） １点目の保全について、保護については、町長、困難と言ってしま

われると私ももう質問のしようがないわけですけれども、実際にミシマサイコというのは町



－129－ 

長の説明があったように、昔は随分この伊豆地域で取れて、生薬として実際に三島のほうが

中心になって、伊豆で取れたものは三島市に持っていかれて、そこの三島の神社だとか、そ

ういうところに旅した人については必ずそこへ寄って漢方薬としてミシマサイコを買って解

熱したとか、胃腸だとかいろんな効用があるそうですけれども、そういうものに買っていく

ような格好のことが江戸時代あたりはずっと見られて、それで明治維新についても伊豆の中

では大川の地域でも、この間、ここの区役所にお勤めになった飯田伊三男さんが、古文書か

ら明治６年に大川のほうからミシマサイコの乾いたものを100キロ以上を年間生薬会社に納

めたようなことの記録が実際確認をされたり、それから、ほかのところの関係も三島市だと

か、中心にそういうことがありました。 

  それから、実際にセリ科の植物で多年草ということですから、１回植えつければずっとな

る形があるそうなんですね。実際に今度、今、保護している皆さんというのは、町が今言っ

たように、誰でも入っても構わないからなかなか保護しにくいということがありますけれど

も、実際に稲高の先生をやっていた山田昌彦さん方らのグループがボランティアの中で今、

細々と実際にもうなくなってしまいそうなような、実際、今これ保護しているときの写真な

んですね。一部のところ、細野高原に一角を設けて囲いをして、今、ウサギだとかイノシシ

だとか鹿だとか、そういうものに食べられてしまうようなことがあって、そういう保護の体

系を今つくって細々とやっているんですね。 

だから、私は今、保護をしてほしいというようなことについては、町長、困難と言ってし

まったらちょっとおじゃんになっちゃいますけれども、私はそれについてをちゃんと町とし

てもやっぱり保護をすべきじゃないかな。 

ミシマサイコのことが中心ですけれども、実際にこれも観光課長にこの間ちょっとお話を

聞いてもらったんですけれども、実際これ観光課のほうでつくっていて、細野高原には貴重

な本当に絶滅危惧種のようなものがたくさんあります。私どもの小さいころはキキョウとか

そういうものを見たり、これが今130の写真が載っていますけれども、実際400種ぐらいの希

少な植物があります。全体的に私もそういうものの保護をしてほしいというか。 

  それと、もう一つは、ミシマサイコについてはまだ効用がいろんなことがあるから、それ

について２点を、現在町長の答弁だと担当課、私が聞きたいのが担当課が今どこで、どれだ

け予算があるのかどうか。それから、もし保護するとすれば予算づけをしていかなきゃいけ

ないと思いますけれども、もしそういうことをやっていただけたりすると、何課が担当して、

それから予算づけをしていただくことができるのかどうか。それについて、まず１点をお聞



－130－ 

きします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、内山議員が全然想定外のことを言われたもので全然あれです。ま

ずその保護、町は知っていますよ。昔いろいろ議論があった中で、コスモス畑つくった一角

の中に、そこで保護者の方の山田先生というやつね、一角を借りて細野高原で自生している

やつにちょっと栽培したいもので貸してほしいと言ったので、写真で示したもの、それがそ

うなんでしょうね。町は一応そういう中で、じゃ、どうぞ使ってくださいというのが今の現

状、栽培してやっております。 

それがよくなればどんどんそれを広げていいですということは言っておりますもので、自

分としては、やっぱりその全体の中でやるのは多分困難と考えています。その一部をやった

中で、私、下の段がありますよね、下の段を一応細野高原の自生するそういういろんな花と

かそういうところによくオギとかハギとかそういうのもやっていますよ。その一帯をそうい

う方向でできればいいのではないかとは考えております。 

  それと、その予算は全然今は考えておりません。その保護をするため山田先生たちが自主

的にやってくれておりますので、それは自主的にやった中で成果が出た中で、ちょっとうち

でやったけれども、やっぱり自然のところに帰った中でちょっと栽培してやってみたいとい

う中で、今その実験段階と考えておりますもので、それに対しまして町としては、一応ある

程度その土地は使ってもいいですとかそういうことはやっておりますもので、そういう予算

とかその保護をどこでやるというのは、今、全然考えておりませんもので、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） 10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） いずれにしてもそれ言われちゃうと質問できなくなっちゃうんです

けれども、実際に私はやっぱり予算づけを、担当課もちゃんとした中で保護の体制というこ

とをつくっていただいて、予算を設けるべきじゃないかと思うんです。 

  それで、今、実際に町のほうで予算を出さないということであれば、昨日もふるさと納税

の関係で目的を持った格好の中で徴収していったらどうかという、そういうことがありまし

たから、目的税として細野高原の自然保護についてのふるさと納税の寄付を求めるような格

好のことを考えてみるとか、そういうことも一つの案かなと思います。 
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だから、町がただこれだけの貴重なものを全体的なものもそうですけれども、今、一部の

人たちがボランティアでやっているものについては、ある程度の担当課をどこということを

設けて、予算づけをしてやることが町としての責務じゃないかなということを考えますけれ

ども、その辺についてもう一度お聞きします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 私は何かがあれば町が補助を出すという、本当に山田先生たちはボラ

ンティアですね。本当に細野高原の自生している絶滅危惧種ということ、その辺はわかりま

せん、細野高原に自生しているそういう花とかそういう植物、それを何とか現場でちょっと

やってみたいという中でやっている中で、それに対しまして本当に頭が下がる思いでござい

ます。そういう中で補助といいますと、そういうこともどんどんそれに対して町が全部やる

と、幾ら財源があっても足りませんので、やっぱりボランティアでやっていただくことはボ

ランティアでやっていただいて。 

いざ何か困ったりいろんな中では町に相談している中で、これは本当に財政上援助しなけ

ればまずいかなとなった場合は、また皆さんと相談しながらやっていきたいと考えておりま

すもので、今、そのボランティアの方たちは、本当に大変感謝しているところでございます

もので、そういう中で、また、ふるさと納税ということも言われましたけれども、その辺も

いろいろ検討した中で、それがふるさと納税に適するかどうか、いろんな面でまたその辺は

検討していきたいと思いますもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 

○１０番（内山愼一君） 町長、そんなことで今の１番目のについては予算づけができないと

いうことですけれども、今、実際にボランティアの中でやっている財産区の土地だとか、町

の土地だとかという、そういうことの意味じゃなくて、やっぱり細野高原全体で考えたとき

には、やっぱりそういう保護ということは非常に大事だと思うんです。だから、今はすぐに

手を出さないということであれば、保護している皆さんに、例えばくいを立てたいとか、あ

るいは網を張りたいとか、そういうものの援助を要請されたら、ぜひそういう点については

お願いをしていきたいと思います。 

  それで、２点目については、ミシマサイコの復活・活用について、先ほど言ったようにほ

かの地域、三島が中心ですけれども、町長が言ったように三島中心に栽培を契約したとか、
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そういう中で、ミシマサイコは商品化ということは、生薬になる根もそうですけれども、例

えば茎だとか花だとか、そういうものについてはいろいろ生け花にするとか、あるいはハー

ブティーをつくるとか、お菓子に入れるとか、そういう格好のものをやっていることの地域

があります。 

これも先ほど言ったように三島が名前のとおりあるから中心ですけれども、貴重なもので

すから、この東伊豆町のほうでも昔は、実際ここの副業で年寄りの方が細野高原に登ってサ

イコをとったようなこともあると思います。そういう中で、そういうものの研究を町のほう

でもしていくことができないのかどうか。 

  それと、伊豆市あたりでは、それを使った観光施設というようなことの整備を設けて、今

度はオリンピックもあるものですから、三島あたりはそういうミシマサイコを使ったハーブ

が主体の観光施設をつくっているようであります。そういうことをいきなり私はやれという

ことじゃなくて、そういうものの研究を町がある程度予算づけをして研究して、それを民間

の企業だとか、あるいはグループだとかボランティアの団体に今後ミシマサイコの保護とあ

わせて活用ができるかどうかということについてを２点目で質問いたします。よろしくお願

いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 内山議員の熱い熱意はわかります。果たしてこのミシマサイコがこの

東伊豆町とどのような関連があるか。ある程度やっぱり、例えばミシマサイコが、三島市さ

んは当然三島という地名がありますから、それは当然です。そして、伊豆市が出ました観光

の施設をつくってハーブと一緒にやるとね。だから、ミシマサイコだけじゃないと。やっぱ

りいろんな中の一つとしてミシマサイコもやっている、そういう考え。 

また、ちょっと伊豆市さんのどういうふうなことをやるか、ちょっと検討していきたいと

考えておりますが、ただ、うちの町が果たしてミシマサイコでいいのか、また、それ以外の

ものがあるのじゃないかという中で、一つ、今、提案というのは聞かせていただきますけれ

ども、果たしてこの町が何がいいかということは、やっぱりそれは特産物としてこれからの

ことで考えていかなきゃならないと考えておりますもので、今は一つの提案として、町とし

てはお聞きした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） 10番、内山議員。 

（１０番 内山愼一君登壇） 
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○１０番（内山愼一君） 町長、最後にちょっと力強い言葉を言ってくれましたけれども、確

かにミシマサイコというようなことに私も１つにこだわっているのではなくて、今、実際に

そのことが貴重だということで保護しているボランティアの方もいらっしゃるし、そういう

ものの中で、私の見たメニューの中ではミシマサイコということが、ある程度最適じゃない

かということを考えますけれども、町長が言われるように、実際先ほど細野高原にあるいろ

んな種類の植物があります。この中で薬用の問題があって、実際、生け花とかそういうもの

にしていくようなこともあるかどうかはわかりませんけれども、そういうものの栽培をして

いくことが一つの地域の活性化になるのかどうか、そういうことも含めて、町長、私はある

程度こういうものを町もやっぱり町として貴重なものですから、絶滅をするようなことのな

いように守っていくことも町の責務であると思うし、それから、やっぱりこれを活用したも

のができれば、そういうものを民間におろすようなことについては、地域の活性化を求める

上で必要だと思うものですから、ぜひそれについてはお願いして質問を終わります。 

○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。 

 

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

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（村木 脩君） 引き続き、６番、西塚議員の第１問、防災対策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） 私の質問は２問から成っていますので、よろしくお願いします。 

  １問目、防災対策について。 

  各区の現在の避難場所について、津波や台風のときに適切な対処ができるのか伺う。 

  １、区の役員が待機する場所であるが安全確保は大丈夫か。 

  ２、避難所は夏の時期や冬の時期に対応できる用意はあるのか。 

  ３、観光客に対し避難場所などのさまざまな情報発信はどのようになされているのかお聞

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） 
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○町長（太田長八君） 西塚議員の第１問、防災対策については３点からの質問となっており

ますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目についてですが、区の役員、いわゆる各自主防災会の役員が参集する場所は、

各自主防災会で決定していただいており、各地区防災センター、公民館が自主防災本部、地

区避難所となりますが、災害の種類によっては安全が確保できていない場所があることは承

知しておりますので、今後、自主防災会と検討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、避難場所となっている学校施設の体育館の夏季、冬季の対

応は、冷暖房等の設備整備及び維持管理に多額の財源を要しますので、現在備蓄している資

機材及び災害協定による支援等での対応となっておりますが、今後、財政状況を見ながら整

備を図ってまいりたいと考えております。 

  また、各地区防災センター、公民館等においては、備蓄している資機材及び災害協定によ

る支援等のほか、エアコンが設置されておりますので、電源が確保されれば対応は可能と考

えております。 

  次に、３点目についてですが、観光客に対しては、町の観光協会、稲取、熱川温泉防災対

策協議会、町内観光事業所に対しまして、住民と同様、防災行政無線、町の情報配信メール、

ヤフー災害情報などや、担当部署から情報を提供することになります。 

○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） 町長の行政報告の中にも、いわゆる住民の早期避難を促すために、各

地区自主防会の皆様に避難所開設を依頼すると同時に、町の災害対策本部を立ち上げると報

告されましたけれども、私は、今、町長が言ったように、災害がいろんな種類が、台風であ

ったり地震であったりとあると。その対応を町がしっかりして、自主防のほうに通告するべ

きじゃないかと思うんです。 

それが、いわゆる先ほどから今回は災害とかいろんな問題、定居議員も言いましたし、先

ほどの笠井議員等も言っていますけれども、やっぱり早い対応、早く避難させる、それにつ

いてやっぱりそのときのちゃんとした指示。台風だったら１日行けば過ぎちゃうと。そうい

うものだったら早目な対応をしてやれると思うんですよ。 

  それで今、一番今までの災害についての話を聞いていると、やっぱり促しても行かない。

なぜ行かないのかと。そこのところをやっぱり今度は町長は18日に区長会と話すと言います

けれども、そこのところをやっぱりどうしたら早く皆さんが避難してくれるのか。避難場所
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に行って、やっぱり楽しいじゃないけれども、行けば助かるといったり、みんながいると安

心感があると。 

現状だと、避難しなさいと区の役員が言っている。けれども、台風のちょっと前だと家も

心配だったり、いろんなことが、老夫婦だったりするとやっぱりそういう心配があって家か

ら離れないというのがあります。そういうときにやっぱり自主防とかそういう中の連絡の中

で、そういう人たちの早い対応をしていくべきじゃないかと思いますけれども、町長、どう

ですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、本当、場所の問題もありますし、やっぱりこれは体育館もまた

防災と話し合いをいたしますが、その災害の種類によって、笠井議員にも言ったんですが、

果たして台風のときはその場所でいいのか。それまた防災課長とも相談しながらやりますが、

そういう問題もありますけれども、まず１に、やっぱりみずからの命はみずから守ると、こ

れが大原則でございますから、確かに老夫婦とかそういうのは考えなければいけませんけれ

ども、健常者はとりあえず出たらば、まず何はともかく避難して、まず命を守って、それが

空振りに終わったとしても、それは大変うれしいことでありまして、本当災害で命を落とす

ことが一番困りますから、やっぱりある程度出たらとりあえず避難する、このことを町民１

人１人がまずやっていただきたいと考えております。 

  これはやっぱり町が幾ら言ったとしても、その辺はやっぱり町民の１人１人の意識がちゃ

んとしっかりしていなければ、空振りに終わってしまうもので、その辺はまた再度、町とい

たしましてもいろんな面で町民の方に対して、みずからの命はみずから守る、何しろそうい

うことが、何はともあれそれに沿って行動してくださいということは、洗脳という言い方は

おかしい、やっぱりもう口を酸っぱくしてこれは言い続けなければならないなと考えている

状況でございます。 

  そうなると本当はいろんな15、19号に関しましていろいろ反省点もございます。まず１点

は、自分自身も本当にこれは土のうはつくった、これよかったんですよ。しかし、いちいち

３階まで受け付けをして、また下に戻るのは、やっぱりこれはちょっといかがなものかと思

ったもので、やっぱりまず１点は、その辺はまず土のうをとったところに来るところでも受

け付けをして、町民の方の負担を少なくしたいなとは考えております。何しろ18日は本当に

いろんな自主防、現場に立ち会った方たちがいろんな問題提起をしてくれると考えておりま

すもので、その辺を含めた中で今後対応をしていきたい、そう思いますので、よろしくお願



－136－ 

いいたしたいと思います。 

  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） あと、避難場所のことですけれども、やっぱりいわゆる高齢化になっ

てきまして、避難所での体調が急激に変化したりして、災害の後の管理で亡くなっていく人

が多いという中で考えると、今いろんな段ボールの仕切りとかベッドとかそういういろんな

ものができているという中で、やっぱりそういうせっかく助かった命をそういうところでな

くしたらもったいないなと。 

  それと、やっぱり今、この前の議員の勉強会でも、逃げろと言ったのは誰が言ったのかと

いったら、家族とか同居者。次は近所、友人、福祉関係者、それで消防団、警察となってい

ます。だけれども、そういう人たちが東北の災害のときは消防団員がやっぱり254名亡くな

っているし、民生委員が56名、福祉関係者、職員が86名と、そういう人たちがやっぱり亡く

なっているんですよね。 

だから、やっぱり、町長、自分の身は自分で守ると言いますけれども、やっぱり助けに行

く人たち、いわゆる消防団だったり民生委員だったり、今、情報がなかなか個人情報で教え

てもらえない人たちもいると。そういう中で、やっぱりそういう人たちがどうやって助けに

行くのか。自分も生きてその人たちを助けられるのかということもやっぱり考えていかない

と、防災上必要じゃないかなと思うんですけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） そのとおりで人の命は重いものでございます。まず救助に行く場合も、

まず自分の身の安全を確かめた中で救助に行きなさいと言っております。本当、申しわけな

いんですけれども、例えば、仮の話ね、２人犠牲になって、また助けに行った人が犠牲にな

る、これは本当に悲しいことですから、まず町といたしましても、何といってもまず自分の

身の安全を確認した中で救助に行きなさい、そういうことを言っております。 

やっぱりその辺も命令系統ですね、やっぱりその辺は各自主防災、消防、全てに関して同

じように犠牲は本当に申しわけないことですから、やっぱり基本的には自分の身が安全であ

ることを確認して救助に行ってほしい。これは酷な話でございますけれども、そのような方

向でなければそういうとうとい犠牲、また余計な犠牲者が出ちゃうもので、そういう方向で

どんどんまた自主防、また民生委員、いろんな方に、消防団、これは今も言っておりますけ
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れども、口を酸っぱく言った中でそういう活動していきたいと考えております。 

○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） あと、３点目の観光客の避難場所のお知らせとかそういうものの中で、

定居議員も言っていましたけれども、この伊豆地区、この東伊豆町はいわゆる陸の孤島に災

害時になりやすいと。そういう中で、今、土曜日とかに起こると2,000人とか、熱川も入れ

ると3,000人とか、そういう人たちが、住民じゃない人たちがいると。そういう人たちの避

難するのか、避難場所とか飲み物と食糧とか、そういうものはどうしているのかと。 

そういうお知らせが旅館にいる時期ならいいけれども、ではなくて外へ出ていたり買い物

していたりというときの、そういう観光客の誘導とか、そういう避難をする場所をどのよう

にしていくのか、聞きたいですけれども。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 

○防災課長（竹内 茂君） 観光客等の周遊客の方につきましては、駅等に滞留されている方

については、先日もお話しさせていただきましたが、駅員のほうから避難所の誘導、どこど

こに行ってくださいという形で広報はされます。また、町のほうでは当然エリアメール等を

使って、これは登録をしていない方にも情報が入りますので、そういう中でどこどこの避難

所という啓蒙もできます。 

  観光客の方々の食糧、水等については今、町が備蓄している当然住民も使う備蓄食糧等を

配布するという形になりますので、その辺については対策を行っております。 

  先日もお話しさせていただきましたが、使用できるホテル、旅館も観光協会等々と以前か

ら話をしておりまして、収容できる場合については、そこで収容していただくということに

なっておりますので、御理解お願いします。 

○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） 避難訓練をこの前もやりましたけれども、区と旅館組合も独自にやっ

ているんですよね。けれども、そのお互いの関連がなかなかできていないんじゃないかなと。

そこのところやっぱり一つの訓練の中で、組合は組合じゃなくて、やっぱり区と近いところ

との連携というのは必要になってくると思うんですよ。そういうのを一つ訓練の中に入れて

もらってやったらいいのかなと思いますけれども。 

○議長（村木 脩君） 防災課長。 
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○防災課長（竹内 茂君） その辺の年間通じて４回訓練をうちの町でやらせていただいてい

ますが、その中で、熱川、それから稲取の温泉防災対策協議会の方々にも参加をお願いしま

して、当然、熱川については奈良本区と、稲取については西区と連携をとっていただきたい

ということで、共同の訓練もお願いしておりますので、今後も引き続きその辺の連携を図っ

ていただくように、うちのほうからお願いをしていきたいと考えております。 

○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） これで１問目を終わります。よろしいです。 

○議長（村木 脩君） それでは、次に第２問、町の公共施設についてを許します。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） ２問目の、町の公共施設について。 

  人口減少と観光客の減少が進む中、町の公共施設について伺う。 

  １、教育関係について、幼稚園、小学校、中学校施設のこれからは。 

  ２、環境衛生関係について、し尿処理場、ごみ処理場施設のこれからは。 

  ３、水道ビジョンが示されたが、本年の台風被害を受けての変更はあるのか。また、今後

の見通しについて伺う。 

○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、町の公共施設については３点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  まず、１点目の教育関連施設についてですが、幼稚園は出生数の減少もあり、園児数も減

っておりますので、今後、稲取、熱川、２園の施設をどう運営していくかが大きな課題です。

しかし、同じく幼児教育施設である保育園との兼ね合いもありますので、話し合いを重ねな

がら、これからの幼児教育環境を検討していきたいと考えております。 

  小中学校についても、児童生徒数が減少していることから、小中一貫教育研究会を立ち上

げ、これまで12回にわたり今後の教育環境について研究していただきました。去る11月26日

に研究報告書がまとまりましたので、それをもとに町の総合教育会議にて、町としての学校

のあり方を検討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、し尿処理施設、ごみ処理施設については、建築物の耐用年
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数である50年間の施設供用を目標とし、延命化を実施、計画をしております。ごみ処理施設

は基幹的設備改良工事が本年度完了いたしまして、15年の稼働期間延長、将来的に再度延命

化工事を実施することにより、令和34年度までの延命化を目標としております。 

  し尿処理施設につきましては、令和２年度から事業を実施し、令和19年度までの延命化を

計画しております。 

  今後は、さらなる広域化を踏まえまして検討していくことになると考えます。 

  次に、３点目についてですが、先日の台風における水道施設の被害につきましては、県が

管理する河川の護岸崩壊が大半を占めており、町が施工する復旧箇所はわずかでありますの

で、施設整備計画等の見直しの必要性はないものと考えております。 

  災害普及の今後の見通しですが、取水場の護岸復旧につきましては、緊急性が高いことか

ら、県の下田土木事務所が優先的に取り組んでおりまして、先月、国の災害査定と契約を済

ませまして、今月着工いたしまして、早期復旧を目指しております。 

  浄水場の護岸復旧につきましては、浄水場の機能に直接影響していないことから、査定後

の復旧として、これから入札、契約など作業を進めていくと伺っております。 

  県の工事の最終段階に合わせまして、町が天端コンクリート工などの仕上げを施工し、完

了となる予定でございますので、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） 教育関係ですけれども、先ほど町長が幼稚園の雨漏りとか、非常にそ

ういう形の中で生徒数も減ってくるという中で、今、教育関係で統合、小中統合の話をして

いるという中で、今、来年度から授業としてはプログラミングというような一つの新しい授

業ができてきて、黒板だって電子黒板とか、そういう学校の教育面でもいろいろな今度はお

金がかかるようになってくると思うんですよね。 

だから、やっぱり一つのこの今、人口がどんどん減っていく中で、いわゆるその施設、公

共施設なんかの住民の負担を考えたときに、本当に今のままでいいのか、本当に町のこれか

らの10年、10年で大体、今の計算だと2,500人、20年で5,000人ぐらいは少なくなるんじゃな

いかと、今の状態だと。 

そういう中でかかるものがずっと同じだったら、少ない人数で負担をしなきゃならなくな

ると。そういうことを考えたときに、やっぱり学校も子供たちにいい教育をさせる、そうい

う中での学校施設というものの充実を優先して、地域ではなくて、やっぱり東伊豆町として
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の子供の教育というものを担っていくべきじゃないかなというふうに思いますけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 教育は本当大変重要なものでありまして、これからＩＣＴ、これはも

う必須でございます。そういうことはやっぱり子供のころからやらなきゃいけないと考えて

おりますもので、それで、とりあえず今、本当にこれからどんどん少子化に向けた中で、い

ろいろ学校のことも考えなきゃいけません。そういう方式が決まったらもうそのところに関

しては重点的にそういうＩＣＴ関係のやつはどんどん導入した中で、子供たちがおくれをと

らないようなそういう教育をしなければいけないと考えておりますし、まずもう先進的にど

んどんやらなければ、これからどんどん子供たちがおくれていきますもので、そういう教育

的なことはやっていきたい。 

やっぱりそういう中でいろいろ当然子供たちも減ってきますもので、いろいろ空き教室と

か校舎、いろいろなものが出てきます。またそれはそれなりに沿って検討したい、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。 

  やっぱり教育というのは非常に大切、これからもできるだけお金をかけていきたいなと考

えておりますので、その辺は御理解願いたいと思います。 

  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） 本当に子供のことですから、この町の宝のことですから、やっぱり教

育というものは大事に、よそに負けないような教育をしてもらいたいと思います。 

  次に、２点目の環境衛生関係ですけれども、昨日ですか、稲葉議員が言っていましたけれ

ども、エコセンターが来年度完成で令和34年までのそういう中の事業だと。ですけれども、

人口が減少しているのは確かで、それで先ほど言ったようにあの施設を34年までだと、人口

も先ほど言ったように2,000人、3,000人ぐらい減っていくという中での使い方で、それをも

っと延命させなければだんだん負担が大きくなる、見えている。 

それで、し尿処理場もやらなきゃならないという中で、前の180万人お客が来ていて、人

口が１万8,000人、それに河津町が入っていた中のし尿処理場だと思うんですけれども、そ

ういうのも考えていかないと、なるべく見合ったもので考えていかないと住民負担が多くな

るんじゃないかなと思いますけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 
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○町長（太田長八君） 当然計画するというのは、将来の人口の予測をやった中で計画してい

くと考えています。そうなれば壇上では一応エコに関しましては15年やって、さらにまた15

年で30年を予定でやっておりますけれども、一応自分はもう15年過ぎたら、やっぱりこの２

町でやっていけるかどうか、いろんな面で。そのときはある程度広域化を考えた中で話を進

めていったほうがいいんではないかと今考えております。計画では一応15年やって、またさ

らに30年のことを考えているようです。私が言ったように、人口がどれだけ減っていくか、

またそれだけの施設が必要かどうかといろんなことを勘案して、例えば15年後が一つエコセ

ンターに関しては妥当だと思う。 

  ある程度、し尿処理も同じようでございまして、もう基本的にはこんな合併しなくても広

域でできるものはどんどん広域でやっていただくので、１人当たりの町民の負担額、これは

少なくしていくのがベストではないかと考えておりますもので、今後そのような行政運営は

していくのではないかと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ６番、西塚議員。 

（６番 西塚孝男君登壇） 

○６番（西塚孝男君） そのような感じで考えてやっていってもらいたいと。 

  ３点目の水道ビジョンですけれども、町長が台風被害で全然変わりはないと言いますけれ

ども、いわゆる商売をやっている人たちは直すときに断水とか、そういうのがないのかを懸

念していますけれども、どうですか。 

○議長（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（鈴木貞雄君） ただいまの断水などの心配についての説明ですけれども、今、仮

設ポンプで取水のほうを行っておりますが、県が護岸工事をこれから進める際に、今の場所

だと支障があるということで、ポンプの位置を動かしたりはしますけれども、一応断水につ

ながるような事態にはならないように工事を進めていく予定でおりますので、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） やっぱり水は観光地で命ですから、水道ビジョンに示されたように、

なるべくなら早く稲取地区、熱川地区、白田地区ですか、大川地区のを分離して、中の水道

のあり方というものを、より一層強く考えていくべきじゃないかと思いますけれども、よろ
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しくお願いします。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） やっぱり今回の台風を受けた中で、やっぱりこの水道ビジョンに示さ

れていますもの、できるだけ早く前へ寄せてやっていきたいなとも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） 私が公共施設という中で、この前の町の勉強会のときでも、今は破綻

状況じゃないけれども、これからは財政的な余力が少なくなると。そういう中での考え方を

みんながちゃんと示さなきゃならないと、これにうたってあるように、あればよい問題じゃ

なくて、本当になければならないものをこれからつくっていかないと、住民負担が多くなる

ということですから、そういうことを願って私の質問を終わります。 

○議長（村木 脩君） 答弁はよろしいですか。 

○６番（西塚孝男君） いいです。 

○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。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

  午前に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 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並びに資料配付につい

ての申し出がありましたので、これを許可します。 
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  14番、山田議員の第１問、災害の対応についてを許可します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 一般質問、最後になりますけれども、通告に基づきまして質問を行

います。 

  まず、第１問で、災害対応について質問いたします。 

  台風15号、19号により、災害対策本部を立ち上げる被害を受けましたが、防災情報の伝達、

避難について質問をします。 

  第１点、防災・避難情報はどのように伝えられたのか。 

  第２点目に、町民の避難に課題はなかったか。 

  その点についてまずお答えをお願いします。 

○議長（村木 脩君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第１問、災害の対応については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、同報系防災行政無線、町の情報配信メール、ツイッター、

Ｌアラート、町のホームページ、ヤフー災害情報により、伝達を行っております。 

  次に、２点目についてですが、避難における課題は、気象庁や報道機関、また町において、

今回の台風では大規模被害が予想されることなど、早期避難の必要性を広報していたにもか

かわらず、風雨が強くなってきた台風接近間際や直撃となった時点での避難など、早期避難

行動が図られなかったことが課題であると考えております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、そうしますと、基本点でまずお伺いしたいのは、今回の対応

については、町としてはいわゆる防災計画どおりに、それぞれの情報伝達や避難所の問題に

ついては計画どおりにやったと、こういう御認識をお考えですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 基本的には、防災計画、災害対策本部が立ち上がったときのその線で

は行動したと、そう理解しているようです。 
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○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） そうしますと、計画どおりにやったんだと思います。それはそれと

して、計画にないことをやっているということはないとは思う。 

  ただ、そうしますと、例えば、昨日来、今回議員が何人もやっぱりいろいろ質問をしてい

る中で、まずその情報伝達の問題でいえば、町長、行政報告で言われているように、特別警

戒情報ですね、特別警報が出た。特別警戒というのは、いずれにしても多くの命にかかわる

非常事態だということですよね。この情報は本当に町民の皆さんのところに行き渡っていた

のかというような点で考えてみると、昨日来、議員の中から質問も出てくるように、やっぱ

りそれは聞こえなかった。片瀬、白田で歩いて聞いてみましても、放送ではなくてテレビで

白田川が氾濫するかもしれないという、このテレビの情報をもって避難したとか、こういう

方がほとんどでしたね。片瀬、白田で言ってみても。 

  それは、やっぱり今回同報無線系を更新しているということにも関連しているんだけれど

も、聞こえていないと、このことについては、町長どう思われますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、各町民に行かない、そのために情報配信メールでは行ったと思

うんですよ、これは確実に。それはやったと思います。そういう中で、やっぱり町が盛んに

言っているのは、情報配信メールに多くの方が入っている、今までは多く入っていただいた

中で、町の情報収集をしていただきたいということを言っている。 

  特に特別警戒大雨警報、これに関しましては皆さんテレビで知ったと。要するに、全町避

難指示を出したということは、基本的には大雨警報が出たということで、私は基本的には大

雨警報がなぜうちの町に出たのかと、ここが素朴な疑問でございます。 

私もいろいろレーダーを見た中で、ほとんど雨は向こうでしたよ。天城山を境にいたしま

して、ほとんどレーダー、伊豆の山でした。その中でまた気象庁にお聞きしたいんです。う

ちの町に特別警報を出したその見解、やっぱりどういうような見解の中でうちの町に特別警

報を出したか。 

やっぱり国としては、いざ災害が起きた場合は困るというので、私は出したと考えており

ますけれども、いろんな面の中で、雨雲レーダー、いろんなところで見た中で、果たしてう

ちの町が特別警戒に当たるのかなということは、私は今は疑問に思っておりますけれども、

現にそれは出たんですから、それは真摯に受けとめた中で、この特別警戒が出たときは、今
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度はさらになお一層どのような情報でと。また、今度は議会の中でいろんな風雨の中で情報

伝達をやっておりますもので、確かに風雨に対して今の同報無線はもう全然役に立ちません

もので、それ以外の情報伝達の仕方を、これは議会の特別委員会でもやっていただいており

ますもので、それにのっとった中で、１人でも多く町の情報を得るような方向でやっていき

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 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町民の命にかかわる御判断をされる町長が、今回の特別警報等々が

どうだったかというようなことをやっぱり本当に議場で言うなんていうことは、僕はいかが

なものかと。 

  まず、問題として、やっぱり町長として考えなければならないこと、また町としての責任

として、本当にこの特別警戒が出されたときに、町民の皆さんにその危険性があることをし

っかりと伝え切れたかどうかというのが、町のまず責任なわけですよ。結果として、それは、

町長、何回も言うけれども、空振りの場合もあるかもしれない。だけれども、実際、15号の

被害を受けて、保健センターのところなんかの護岸も流された。結局19号のときも、温泉病

院の上のところなんかも護岸が洗われている。そういう数々の状況を考えるときに、白田川

が氾濫をしないとか、そういうことは、あれを見る限りはやっぱり出されてしかるべきだっ

たと私は思いますよ。12日も13日も見回りをしましたけれどもね。 

  だから、今問題なのは、最終的な検証の中で、気象庁や何かのそれがどうだったかという

のは、それは後の問題でいいんですよ。でも、本当に危険性があるというようなことを言わ

れている、そのことが町民に伝わらなかったということに対してどう考えるのかということ

ですよ。 

  それは、今やっぱり同報無線系の工事もしています。そのことによって、やっぱり情報は

ほとんど届かなかった、聞こえなかったよと言う人がたくさんいるんですよ。これは、私も

防災情報システムにかかわっていたわけですけれども、議会としても、町民に情報が伝わら

ないということがないようにしっかり整備しなさいよということは、意見を付してあるわけ

ですよね。だけれども、実際そういう状況には至っていなかった。これはやっぱり僕は、そ

こには役場の取り組みが不十分じゃなかったのかということはまずありませんか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 



－146－ 

○町長（太田長八君） 当然それは反省しておるのが現状である。その中で、議会の方もより

よい方向の中で、じゃ今後そういうことが発生した場合、いかに町民に情報伝達をスムーズ

にやって、多くの方に情報が伝わるかという中で今進めている。 

確かに進行が遅いと言えば、それははっきり言って遅いですよ。これは確かに反省いたし

ますけれども、それにのっとった中で、今回はたまたま本当に大雨警報は皆さん、テレビで

知ったと思います。それは真摯に受けとめた中で、その情報に関しましては、これからも一

刻も早くね、そういう中でやっている中で、いろんな中で新年度からもやりますもので、そ

ういう中でより多くのことはやっていきたい。その中で確かに今回の反省点としては遅かっ

た。これははっきり言って、それは認めざるを得ないと思います。 

  しかし、それを踏まえた中で今現状やっておりますもので、これが財政が豊かならどんど

んやっていきますよ。それは皆さんわかると思います。命よりも大事だと言いますと、やっ

ぱりそれなりの根拠がなければなかなかできないことで、一度にできれば、それは一番いい

ことでございますけれども、その中で徐々にそういうことを整備した中で、今後のその他災

害に対して対応していきたいと思っております。それは、反省すべきものは反省しておりま

す。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、やっぱり片瀬や白田の人の中には、この情報がテレビを通じ

ては得たけれども、同報無線でも、例えば消防団が回ったりを含めて、いろんな形で町から

のコンタクトというのか、伝達の形がなかったということで、俺たちはもう町から切り捨て

られたのかというぐらいですね、町の対応に怒っている人たちがいるんですよ。 

  そこで、私は昨日の一般質問を聞いていても思ったんだけれども、楠山議員が言われた火

災時の対応の問題もそうなんだけれども、昨日、町長も同報無線はもう使えないんだという

ような考え方も含めて、それは確かに僕は両方の問題でいうと、町長が言われたように意識

改革が必要なんだと思うんですよ。 

  だけれども、意識改革をしていただくための提案というものを、行動を町としては十分起

こしていないんじゃないですか。苦情で防災課へ電話したら、いや、無線は交換したけれど

も、聞こえなかったらコスモキャストをどうですとか、いろいろは言っているけれども、そ

れだって苦情を申し入れた人が、電話した人にはわかっている。だけれども、多くの人は、
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町のシステムが変わってきているんだということについては認識されていないんですよ。そ

ういう中で今回災害が起こったから、情報伝達や何かについても、やっぱりこういう問題が

起きたと私は思うんです。 

  確かに新しく入れた高性能のものというのが、片瀬で実証実験をやったときに、私もいろ

いろ区民の皆さんに御協力いただいて聞いてみると、確かに今の片瀬のコミュニティセンタ

ーで音を出して、片菅神社のほうまでも聞こえましたよと、晴れの日は。ただ、やっぱり雨

の日、風の日含めたときに、本当にどうだったかという問題だとか、本当に遠くだけじゃな

くて、スピーカーをなくしたりして、本当にそのことでどのエリアが聞こえているのか、聞

こえていないのかというようなことを、丁寧にやっぱり対応は私はしていないと思いますよ。 

  だから、情報から取り残される人が出てくる。電話で苦情を言っても、申しわけないけれ

ども、おら、スマートフォンなんか持っていないよと、ガラケーだけだよと言う人もいるわ

けだ。そうすると、やっぱりこれはそれぞれに対応をちゃんとしないと、そういう中で、た

だ町のほうはやり方を変えた、町民の皆さん知らない中で、その上で「自分の命を自分で守

れ」と言われても、町民の皆さんからすると、それは、じゃ、俺はどうしたらいいんだと、

町は俺たちを見捨てているのかよと。この間のギャップというのが、まず情報伝達等の問題

にはあると思います。 

  だから、これは災害ということの面だけ出たから、その矛盾がこういう形で大きく露見し

たんだと思うけれども、やっぱり同報無線の整備にかかわって本当に落としがないのか、町

が考えている情報伝達の考え方なりをしっかりやっぱり説明もして、その中で選択をしてい

ただいたりしていくということを、丁寧にやらなきゃいけないんじゃないですか。それをや

っぱり広報にちょこっと載せただけで済ませるような状況では、とてもこの問題は解決して

いかないというふうに私は思いますけれども、町長、どうですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 確かに町民に対するいざ災害発生との情報をいかに得るか。これは真

摯に本当に、今までが確かに広報でやっておりました。それは、区の総会とかに行った中で

もこれは説明してもいいのかなとか考えている。これは今回の反省点だけれども、確かにや

っている人はわかる。一般の町民が確かにどういう情報を流すというか、わからない。これ

はちゃんと新年度はその辺のことははっきりと町民方に説明した中でやっていきたいと思う。 

今後はいろんな面で情報の伝達の難しさ。本当にたしか広報、同報無線を変えても、いい

天気のときにやりました。確かに雨の日とかわからない。今、言われればね。しかし、当然
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そうしても、雨のときは、私自身はもう多分同報は風雨の関係で、もう何回も言っている室

内がもう気密性を保っておりますし、室内で聞くのは大変厳しいと思いますから、できるだ

け多くの方が個別無線とかそういうのを含めた、室内でも要するに外部の情報を得るような、

そういう整備ですか、それはしていきたいと考えております。 

  確かに今回言われたように、山田議員から指摘されても、それは反論する余地もありませ

ん。それを今回、台風15号、19号をやった中でその反省点を踏まえた中で、今後も災害対応、

これやっていきたいと思いますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 同報無線はまだ整備中という問題もありますけれども、やっぱりし

っかりとこのことを教訓として、対応を考えていく必要はあると思います。 

  ほかに言いたいこともあるんですけれども、もう一つの避難所の課題等々のことに絡んで

感じていることを言いたいと思うんですけれども、やっぱり私は避難所の問題、今回、議員

も何人もこの避難所のあり方について疑問が出てきたというのは、特に２つの点でやっぱり

町民の皆さんと町の防災計画との間にギャップがあるんじゃないかなというふうに思うんで

すよ。 

  １つは、先ほど笠井議員なんかも指摘されたように、湯ケ岡の公民館、小学生でも危険だ

とわかる。実際、通常で考えれば、耐震補強だとか、一定の避難するスペースも確保できて

いない。ここに避難しろというような避難所の設定自体に、町民の皆さんと、町がここへ避

難しなさいということを言っているところに、やっぱりギャップがあるというのが１つ。 

  もう一つは、町の防災計画は阪神淡路にしろ、東日本の大震災後出された国の通達やいろ

んなマニュアル、ガイドラインとかを含めて、十分反映しているとは思います、そこは。そ

ういうものをつくってきたとは思う。 

  ただ、今回やっぱり何でこういうふうに問題になっているかというと、昨日、定居議員や

何かも指摘していたように、東伊豆町の高齢化の深刻さというものがやっぱり今回の問題、

災害の状況の中で深刻さが出ている。それは国や県がいろいろな基本的想定マニュアルを作

成する場合、通常大体平均的に人口30万人ぐらいの都市を想定していろいろつくられるとい

うふうには、これはよく言われることなんですよね。 

  ただ、国と県の高齢化率というのは28％前後です。県も28％です、28.7％。しかし、東伊
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豆町の高齢化率は45.7％。とりわけ75歳以上の後期高齢者の比率というのは24.2％。ほぼ４

人に１人が75歳以上だという状況の中で、質問で出てきたように、「大川小学校なんかに、

水を取りに来てください」と言っても、こういう４人に１人が75歳以上の人たちがどうなん

だろうとか、避難するというときに、75歳以上の人たちが１日３リットル、３日分でいえば

９リットルの水を持って避難してくださいということが現実的に可能かどうかというような、

やっぱり今の状況は、ここの深刻さが今回の私は防災計画とギャップなんだと思うんですよ。

生まれちゃっているんじゃないかと。 

  ここをやっぱり是正するということが非常に大事で、町長も総務課長もこれをよく検証し

ていくということの立場を表明されているので、そこを期待するんですけれども、本当にマ

ニュアルはマニュアルだったと思う。でも、この事態はやっぱりギャップが生まれているん

だということを真摯に受けとめて、東伊豆町としたら、マニュアルよりも１歩２歩先に進ん

だ対応をしなければいけないというところが、今回一番大きな課題だったんじゃないかなと。 

今までやってきたことが不十分だったとは言いません。しかし、現実には限界、こうやっ

て被害を受けたときに、やっぱりどうも今の防災計画では今後対応できないということがは

っきりしたと思いますけれども、町長はどう思いますか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、その町によって防災計画、私は当然変わっていいと考えており

ます。基本はそういうことです。 

  それ以外に、東伊豆町独自のそういうのをつくっても私はいいと考えております。 

  そういう中で、どこの自治体でももう地方の課題ということで、高齢者、老老世帯とか、

単独老人、それをどのように助けるか。これはもう全国の問題でございまして、これは本当

に今回もやっているんです。実証をちゃんとやりますけれども、その辺はまた各課と情報を

共有した中で、一番いい方法があればそれをまたやっていきたいし、また、この町でどのよ

うなものが一番いいか、それはまた考えていきたい。 

  そういう中で、また、災害ボランティアという方も出ましたもので、その辺の活用の仕方

もこれからまた。ボランティアも大変だと思います。いざ災害が起きて、自分のこともあり

ながら、またボランティアをやることも大変でございますが、今、言ったような水の問題、

こういうのはなかなかできないので、その辺また災害ボランティアの方をお願いすることも

あると思いますけれども、何にしろその辺も何が一番いいか、これからちょっと検討させて

いただきたいと。今回は本当にいろんな面で勉強させていただいたと考えております。 



－150－ 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） それは先ほどの笠井議員が言ったように、やっぱり役割分担の問題

とかとあると思うんですよ。かといって、自主防にも今までは簡単に負担を願えない問題も

あるんで、根本的にいろいろなことをやらなきゃならない。これはぜひそういう検証をして、

昨日から言われているように、こういうものが今後やっぱり頻繁に来るだろうということを

前提にすれば、やっぱりしっかりと問題点を検証して、次へ向かっていただきたい。 

  ぜひ町長、そういうたたき台ができたときには、議会にもまたそういうものを検証する、

勉強させていただく機会もつくっていただきたいなと。皆さんは皆さんとして、やっぱり国

や県の通達やいろんなものを根拠にもしながら、考えていくと思うんですけれども、議員は

やっぱり議員として、住民の皆さんからのいろんな問題点というものを聞いてきて、その辺、

議員として住民の目線でその問題を考えるというような機会もぜひ設けていただいて、今回

の台風ということに起因した問題について、ぜひいい検証をして、次につなげていただきた

いと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 一応18日に、何回も言いますが、自主防災の区長さんと、また防災と

話をいたします。その辺はどのような問題というか、それはまた議会の方には示していきた

いと考えております。それで、またやっぱり議会は議会で町民からの負託を受けております

もので、それは議会としてもまたやった中で、そこは融合して、よりよい東伊豆町の防災計

画ができればいいと考えておりますもので、そのときはまたお示ししたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第２問、道路整備の基本戦略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） 道路整備の基本戦略について伺います。 

  人や物資の交流に関する交通基盤整備は、町の存続にかかわる大きな問題です。また、観

光的、また防災的にも関心の非常に高い問題だというふうに思います。 

  そこで質問をいたします。 

  町はどういう道路整備を基本戦略として考え、要望等で動いておるのか、まず伺います。 



－151－ 

○議長（村木 脩君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第２問、道路整備の基本戦略についてお答えいたします。 

  東名高速道路及び新東名高速道路と接続し、自然環境や温泉などの観光資源に恵まれた伊

豆の発展に寄与するとともに、交通渋滞の緩和や災害時の緊急輸送路としての役割を担い、

快適な観光や安心して生活できる環境の実現が期待されている伊豆縦貫自動車道の早期完成

を建設促進期成同盟会員とともに国に要望しております。 

  また、伊東方面の道路関係ですが、国道135号線は、大雨等による通行どめが多く、不安

を抱えている状況ですので、県代行事業である湯ケ岡赤川線の早期完成、大川地区から伊東

市八幡野地区へのバイパス道路の新設、国道135号の機能強化による通行どめの解消及び迂

回路である町道湯ノ沢草崎線ののり面強化への国庫補助金の満額交付を要望しております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、まず基本戦略の基本は今現状でいえば縦貫道の整備というこ

となんだけれども、そこでやっぱり一番問題になるのは、縦貫道が整備されても東伊豆町は

縦貫道には直接隣接をしていない。そのやっぱり隣接していないという問題ね。当然、とり

わけやっぱり河津との接続の問題があるのかなというふうに思うんですよ。 

  135号線と今までの農免農道の整備で、河津には行ける道は２本になったと思います。農

道みたいな、三十目のほうから行く農道なんかもあるけれども、しかし道路として大きいも

のは２本になった。ただ、現状で河津では、見高浜、見高入谷という見高地域に２本つなが

っているけれども、そこにあるように、資料でもあれしたんだけれども、135号線は特に河

津の場合、津波でやられる危険性、それと、この河津の海岸と今井浜のほうとつなぐ小さい

トンネル、これはやっぱり土質が、東伊豆町でも一番難題な大川のところみたいに砂岩です

ね。砂と石まじりの一番もろい地層です。ここの点なんかはやっぱり考えると、地震や津波

を考えたときには使えない可能性がある。 

見高浜から、昔はよく渋滞のときに使ったんだけれども、今井浜の駅の裏からサンシニア

を通って、笹原、田中のほうに抜ける道というのがあります。ただ、これは河津の防災マッ

プですけれども、道の途中を見ていただければわかるように、どこもかしこもというのか、

土砂災害の警戒区域に入っています。 
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  もう１本は、見高エリアを通って田中に抜ける道、河津の農協葬儀場の脇のところへ出る

道。これも見高エリアの集落内は特に問題ないんだけれども、田中のほうに行けばもうほと

んど、この辺ですね、通行できるかできないかわからないというような状況があって、やっ

ぱり縦貫道を整備するという部分と、それを町がどう生かすかということで考えると、135

号線だけではやっぱり足りないんじゃないかと。また、この見高地域でとまってしまうとい

うことになれば、道路としての機能が、災害時を含めて機能しなくなるという問題があると

思うんですけれども、町長はどう思っているんですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、今、伊東方面に関してはとりあえず今言ったような方向でやっ

ていると。 

  河津方面は本当に今、山田議員が危惧したように、多分、ここに津波が起こればもうこう

いう状況になりますので、今の状況から考えると、やっぱり田中へ抜ける道、あれは細いで

すけれども、今はそれが一番のあれかなというのは考えております。 

そんなことをこれから河津さんとちょっと協議しなければならないんですけれども、そう

いうものの整備とか、いろいろまた県のほうにお願いいたしまして、それが町道はちょっと

いかがなものかと思いますけれども、やっぱりアクセスが大事ですから、伊豆縦貫道、そう

いう中で、うちの町はアクセスがなかなか縦貫道はやっぱり河津町を経由した中でなければ

とれないもので、その辺どのような方向が一番いいか、また、災害のときにどのルートが一

番いいかという中で検証していきたいと思います。今言った中では、やっぱり田中の道が一

番被害が少ないのかと考えております。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、ここにお示ししたこれは復旧支援ルートというふうに書いて

あるんですけれども、これは国土交通省の中部自動車局だとか、静岡県が大体この地図を使

っているんですけれども、もう縦貫道が背骨としてあって、見てわかるように、縦貫道から

松崎や下田のほうに行く、ないしは河津へ行く。それで、うちの町のところはこれがない。

ないんですよ。 

  だから、やっぱり通常の問題とあわせて、縦貫道のアクセスということで考えると、この

問題は非常に災害時の、県も国もこの縦貫道を使って人や物資を搬送しようというのが基本

計画になっているわけですから、それに接続しないままでは、これは非常に大きな問題にな



－153－ 

るということが１つあると思います。 

  それで、町長が言われているように、これは総合計画でもやっぱりここの部分は広域戦略

で、河津と話し合っていく必要があって、実際に河津の幹部の方、課長さん、いろんな人と

話をしたんだけれども、河津も実際この状況ですと、下河津というのか、河津と見高という

ものが今のままだと、場合によっては見高地区が孤立する可能性というのがないわけじゃな

い。 

だから、河津としても、どういう形でつなげるかというのはそれぞれ話し合っていかなき

ゃいけないけれども、河津もこのままでは、見高浜、見高エリア地域の人たちを孤立させた

ままの状況になるという可能性も残っているわけなんで、そうすると、東伊豆町と河津とそ

れぞれに、やっぱりある面、道路を整備するということについていえば利害は共通するわけ

なんで、ぜひ町長、この５月に伊豆縦貫道と天城道路の促進期成同盟会にも入って、当然、

岸河津町長が会長でしたから、ぜひそういうところでの話し合いをして、具体化をして、構

想をやっぱり煮詰めていくということをはっきり打ち出さないと、そういう広域の皆さんの

力もかりてこの問題をやっていかないと、道路啓開をして、復旧支援のルートがこういうふ

うに県がもういろんな形で示している中で、東伊豆町が孤立するし、河津の一部もやっぱり

孤立を避けるためのこととして、協力して取り組む必要があると思いますけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） この道路網、伊豆縦貫道が将来的な伊豆半島の道路ネットワーク、そ

うすると、うちが一番弱いんですよね。やっぱり何だかんだ言っても、伊豆各一部、ほかの

町とかそんな言うほどの隣町とか、うちの町だけやっぱり取り残されるような感じになって

おります。やっぱりこれは何とかしなければならないと考えておりますけれども、今言った

ように、とりあえず、見高とその孤立するまた河津の町長と相談した中でこれはやっていき

たい。 

それで、これはあくまでも国は関係ありません。アクセス道路はやっぱり県でございます

から、これは県のほうに言っていきたい。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 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ぜひそれは県も含めて、町もいろんな形で縦貫道の関係を含めて、

ほかの市町にも協力をしているところでありますから、ぜひこの問題は、やっぱり河津、東
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伊豆にとっても非常に死活的な道路になっていくんだろうと思うので、どの路線がいいとい

うふうに何とも私が素人的なものからは言えないと思うんですけれども、災害が起きたとし

ても、やっぱりそこは安全に人や物資が輸送できる道路を確保するという観点で、ぜひ話し

合いを詰めていただきたいと思います。 

  しかし、同時に町長、大川からこの八幡野へのバイパスの問題なんですけれども、これは

実際実現としてはどうなんですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これはあくまで伊東市さんの考えでありまして、伊東市長さんも、伊

東の議会のほうも、一応話はしましょうということは聞いておりますもので、着実にこれは

やっていきたい。そういう考えでございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ただ、町長、この大川から八幡野といった場合には、基本的に伊東

市さんの敷地で相当頑張ってもらわなきゃならないという部分と、伊東市は既に熱海とも、

伊豆市、伊豆の国市と、それぞれルートを持っていて、東伊豆町とのこのルートをつくらな

ければならないという、必ずしもそういう状況にもないのも１つと。 

あとは防災的な面で見ると、やっぱりこの副ルートの中で見ると、なかなかまだ縦貫道な

り、町長、この間やった横断道なんかの整備で、伊東市のほうから八幡野のほうまで本当に

しっかりと道路が整備できているかというと、ここもちょっとまだ疑問の点もありますので、

観光的には非常に期待をしたい部分があるけれども、町としての問題はやっぱり僕は中心的

には河津との問題になるのかなと。 

当面、これは両方のそれぞれ防災の意味と観光の意味、両方それぞれの形はあるけれども、

差し当たって必要なのは河津との接続がやっぱり一番の、路線も距離も短いし、何とかなる

ところではないかなというふうには思いますけれども。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当にいざ災害のときは、霊友会さんとかいろいろありますから、そ

れは脱出することは脱出できますけれども、いざ災害のときはやっぱり河津さんのほうが話

が早いと思います。やっぱり伊東市さんは、本当に山田議員が言ったように、ほとんどメリ

ットはないという言い方、ほとんど伊東のほうでありまして、それでも一応はずっと投げか
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けた中で、本当は伊東市長も議員の方も、今度は真摯に話し合いましょうと言ってくれてお

りますもので、やっぱりこれはそういう信頼関係がありますもので、それは大事にした中で、

また伊東市さんとも詰めていきたい、そういう考えていることは、よろしくお願いいたした

いと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に第３問、職員の採用等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） 職員の採用等について質問します。 

  将来の町を展望して、これからの職員採用について質問したいと思うんですが、まず、現

在の正規・臨時の職員数と、将来の職員数の見通しというものをどのようにお考えになって

いるのか。 

  次に、やっぱり高校生の採用枠を見直して、都会での民間経験を生かせるような採用枠を

設けるべきではないかというふうに私は考えますけれども、いかがかと。 

  ３点目に、専門職の退職職員や退職した役場ＯＢの再任用、また、臨時的な活用というも

のを検討すべきかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第３問、職員の採用については３点からの質問となってお

りますので、順次お答えいたします。 

  １点目についてですが、町の総合計画の人口ビジョンによれば、21年後の2040年、令和22

年における町の目指す将来人口は8,406人です。 

  令和元年12月１日現在の正規職員は142名、臨時職員数は33名となっております。 

  東伊豆町の人口も年々減少しており、それに準じた職員数の定員管理が必要と考えます。 

  今後は、毎年２名から４名程度の定年退職が続きますが、現在47歳から53歳までの職員が

約60名と多く、この層が退職した場合のことを考慮し、毎年42歳以下の在職人員の少ない層

への補充等を含めまして、定員管理を実施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、当町は現在、事務職におきまして高校生採用は新卒のみ、

大卒・短大卒は30歳までの募集としております。 
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  しかし、令和２年度から、より幅広く応募していただけるよう受験資格年齢を見直し、全

ての学歴において35歳までの募集を考えております。それによりまして、民間で培った経験

を行政に生かせるよう、筆記試験のみならず、人物試験により重点を置きまして、魅力的な

人材の採用を目指したいと思います。 

  ちなみに、土木職、建築職、保健師等の専門職につきましては、既に受験資格年齢を40歳

までとしております。 

  次に、３点目についてですが、前年度は保健師が２名、幼稚園の教諭が１名を採用いたし

まして、今年度の採用試験においても、保健師１名、建築職１名、幼稚園教諭１名の計３名

の専門職が内定しております。 

  しかしながら、近隣市町全てにおきまして、土木職、建築職などの技術職が不足しており

まして、募集しても応募数がない状況が続いております。当町でも各職種の在籍状況を踏ま

えまして、事務に支障のないように、不足している専門職種につきましては、退職者の再任

用、または臨時的活用を検討してまいります。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まずは町長、職員の数の問題なんですが、随分減らしてきたという

管理の問題はそうなんです。ただ、やっぱりこの間、財政の講演会をやりましたけれども、

僕、あれもやっぱり財政が厳しいということを言った点は少しはよかったと思う。ただ、じ

ゃ、町はどう対応していくんだということが、来た町民の皆さんからは、町は、じゃ、どう

するんだよと。補助金を削るということはわかるけれども、どうするんだというところが、

やっぱり町の考え方が見えなかったということでは、ちょっと不満があったというような声

を直接伺いました。 

  特に職員数なんかの問題で、やっぱり町としてわかりやすいところでは、本当に必ずしも

人口が３分の２になるから、職員数が３分の２になるとは言いませんが、やっぱり少しその

見通しを持った数を目標に定めるぐらいのことをしての定数管理、またそのことが町の職員

の皆さんの働き方、仕事の仕方を改革するという出発点になるんだろうと思うんです。 

そこのところをしっかりやっていかないと、まず、一番、町として自分たちでできる、そ

このところを、俺たちはこういうふうに職員のところもするよという姿勢が見えないと、町

民の皆さんにいろんな意味での、町が要は行政改革としてのお金やいろんな仕事のあり方、

かかわり方を見直すときに、やっぱり一番自分たちのところは努力しているのかということ
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を言われるという問題があるので、町の本当に存続というか、そういうものを考えると、や

っぱり一番ここのところを根幹として、町としてはっきりした方向性なり目標を持っていく

ということが、町民の皆さんへの説明等々には必要になるというふうに思います。 

  ２つ目の問題で、高校採用枠なんかを見直していくという、本当にぜひ私はこれはもう見

直して、自分もそうだし、本当に途中で、東京に大学を卒業して10年ぐらいいてから帰って

きたんだけれども、やっぱり東京での仕事に行き詰まったりとか、少し違う形でしたいなと

か、親の介護だとか、子育てだとか、いろんなそういう条件が出てくると、一回東京に就職

したけれども、やっぱり違う、やっぱり田舎というものを考えるというようなことは、年齢

を問わずあるわけで、そういうときにやっぱりここに門戸がしっかり開かれているというこ

とが非常に大事で、役場の職員でも当然そういう方々も今まで結構採用してきて、非常にそ

れなりになかなか、私ども職員としてつき合っていても、やっぱり民間経験のある職員とい

うのはちょっとまた違ったものもあったかなというふうには見ていますので、先ほど答弁さ

れたように、ぜひそういう形で、そのことをまたぜひ知らせてください。 

もう若い人でないと役場へ就職できないよとかということじゃなくて、そういう条件を広

げてあります、だから、途中からでもぜひ帰ってきて町のために働いてくださいということ

は、ぜひ広げていただきたいなというふうに思っているところです。 

  町長、専門職という問題と、あと、実を言うと、これももう一つは今回災害という問題で

考えてみても、私は役場の職員のＯＢの皆さんなんかね、変な話だけれども、自衛隊の予備

自衛官みたいな形で、いざ何かあったときには駆けつけてもらいたいなと。そうすると、避

難所の問題だとか、事務のお手伝いも含めてそうなんだけれども、いろんなところで役に立

っていただけるのかなと。 

予備自衛官といっても、何か予備自衛官というのも年間５日間訓練するなんていうことも

ありますけれども、しかし、やっぱりシステムが当然変わっていくということもあるから、

そういう一定の訓練とかなれていただくことも必要なんだけれども、事務作業においてもそ

うだけれども、本当に避難所だとかという問題を考えたときに、幼稚園を退職された方々だ

とか、本当に活用の用途というものはあるんじゃないかな。この部分は本当に役場の職員が

減っていく中で、非常に活用できる人材として、私は生かしてこれから活用していかないと

いけないな。 

これはちょっと災害にも絡むんだけれども、特に今回災害を通じて、こういう退職された

方々というものをいかにこれからの行政に、一旦何かあったときには本当に協力してもらえ
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るような関係を、ＯＢ会等もあるようですから、ぜひ話し合って、そういう方々との協力関

係をやっぱりつくって、ぜひ行政をサポートしていただく仕事をしていただけるようにして

いただきたいなと思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずは大塚先生の財政、これは本当にいい講演だと私は思っておりま

す。そういう中で町の考え方がわからなかった。それは、言われればそのとおりでございま

す。まず、今回、大塚先生にお願いしたのは、まず、町の現状を町民に知ってもらいたいと

いうのでやったものですから、その趣旨は知っていただきたいと思います。 

そういう中で、やっぱり一般の町民が納得するには、この役場の職員のスリム化、いかに、

どのようにした中で行革をしていくか。それをある程度示さなければ、やっぱり町民の方も

納得しませんもので、それはちゃんとやっていきたいと今考えております。 

  それから２点目、やっぱり県知事も一応30歳を過ぎたらもう田舎へ帰ってくる。やっぱり

一番の問題はそういう勤め先の問題もいろいろありますもので、そういう中で一応30歳まで

ということで役場の就職もできますよということになれば、また違った意味で戻ってくるよ

うな感じもしますもので、これは積極的にＰＲしていきたい。そう考えております。 

  次に、役場のＯＢの関係でございます。 

これは山田議員が言ったように、本当によりよい関係なり、また、ＯＢの何かそういう組

織があれば、さらに話をして、いざというときは協力を願うような方向で話し合いをして持

っていきたい。そう考えておりますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 次に、第４問、熱川風力発電への対応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） 熱川の風力発電の対応について質問したいと思います。 

  町は事業者と協定を結んで、住民も加えて、町、事業者、住民と話し合う、通称三者協議

というような形で話し合いをして、それぞれが歩み寄っていろんな形を具体化してきたとい

う経過があると思います。しかしながら、現在、この話し合いというのも中断をしていると

いう状況であります。 

  そこで、現在に至った問題と、今後この問題をどういうふうにしていくのかという考えを

お伺いしたいと思います。 
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○議長（村木 脩君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山田議員の第４問、熱川風力発電の対応についてお答えいたします。 

  伊豆熱川ウインドファームの風車建設に伴い、騒音及び健康被害等による苦情を受け、町

が間に入りまして、問題解決を図ることを目的とした三者会議は、山田議員の申しますとお

り34回開催した経緯がございます。 

  これによりまして、風車の出力制限及び夜間運転停止等の措置が講じられ、建設当初に比

べ落ち着いた環境になっており、三者会議の当初目的については、一定の効果があったと考

えております。 

  平成27年10月以降中断していることに関しましては、事業者側の担当者がお亡くなりにな

られたことが一つの要因であると聞いております。 

  今後は双方で交流を図り、信頼関係を深めていただくことが重要であると考えております

ので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、僕はこれは話し合いをやってきたということは、本当にある

面すばらしいことだと思うんです。日本中に風車の被害とか問題というのは、あちこちある

んだけれども、町も本当に真剣になって話し合いをして、こういう場を継続してきたという

ことはほかでは聞いたことがないし、実際そのことによって、言われているように、夜間の

停止だとかいろんなこともお互い折り合ってきた。これはこれで僕はすごくいいことだと思

っているんですよ。 

  ただ、町長、そうは言っても、僕、これもずっとこうやっていけばいいかという問題もあ

るので、町長、今言われたように事業者側の担当者がかわった、いろいろな問題もあるんだ

けれども、どちら側にしても、十分不十分があるにしても、やっぱり業者と町と協定でやっ

てきた、いわゆる行政主導ですから、僕はこの辺で１回、お互いに、何というのか、業者と

町との間では、今折り合っている状況については何か文書で確約なり確認をして、まずそこ

はやっていくということが必要じゃないかな。 

  何か、業者もちゃんと町の指導に従って、私たちはこういうふうにちゃんと運転しますよ。

また、住民もそういうことをちゃんと約束してくれているんだと、お互いに安心ができると
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いう部分もあるし、協定だからといって、話し合いだからといって、ただただ長く話し合え

ばいいということでもないでしょうし、それで100％問題解決ではありませんけれども、し

かし、当然その後もそれぞれに、町長が言われたように、話し合いというものは続けるにし

ても、今の骨格というのは、基本的に言えば、もう最初のほうの段階からできて、そこはも

うずっと変わってきていないし、それは業者も守ってくださっている。 

  とするならば、やっぱりこの問題では、少なくともそのところの骨格はもうちゃんと文書

で確認をして、その後の問題で、いわゆる影の問題だとか、いろんな問題でまだ意見がある

人というのもいるんでしょうけれども、それはそれでまた継続をして、必要ならやっていく

というように、一つ、一区切りがあってもいいんじゃないのかなというふうには私は思って

いるんですけれども、どうですか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当に確かに今までの経緯の中で一定のあれが出たやつは、その協定

なり、こういうことを結んでもいいと思う。この前、事業者が来たときに、何とか話し合い

をまとめたいために一応１年でも１回か２回でいいから分譲地の方、また、区の方を含めた

中で、そういう懇親の輪、例えばその風車のところでバーベキューをやるとか、そういう中

でやっていきたいよ、うまくまとめていきたいよということを言っておりますもので、今後

はそういう、もう町もやりましたもので、あとは事業者とその分譲地区の方がやっていただ

ければと考えております。 

  山田議員から提案されました、この一定のことで、あと一区切りつけてもいいのかなと、

今、そういうことを言われましたもので、それは一つ考えていきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 今の町長の言われたような成果というか、夜間をとめたりとかとい

うところは、もう業者のほうも本当ちゃんと守っているところだし、それは別荘というか、

あそこのところに、三井大林に住んでいる方々も、そのことについてはまだ多少の意見のあ

れはありますけれども、かなりの部分ではそのことでやっぱり住環境というのか、騒音や何

かが減ったということについては認識されているところなので、その部分ではまず一つ、こ

れは住民ということではないですね、協定はあくまでも事業者と町との協定ですから、事業

者と町とにおいて協定というのか、どういう形がいいのか、文書でやっぱり確認をしていく

ことで、お互いにとって、お互いが事業にとって安心が担保されてくるのかな。 
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  その後の問題については、今、町長が言われたようなことも含めて、今後はどう話し合っ

ていくのかというのは、これは事業者とまたそれぞれ三井大林の住民の皆さんとの課題とし

て残っていくのかもしれませんけれども、そう言ったからといって、全ての人がということ

ではありませんけれども、ただ、今まで積み重ねたものがもう継続して守られている、この

状況はしっかりとやっぱり確認をして、もし足りないものがあれば次へ進んでいくというこ

とをやっていかないと、いつまでたっても何か話は決まっていかないし、いつまでも行政主

導が続けられるものでもないんだろうと思うので、ぜひお互い誠意を出しながら、一生懸命

話してきたことですから、しっかりとまとめるという、これは町の責任として最後はけじめ

を一つつけることが必要かと思います。 

住民の方々もかなり年をとってきたというような問題なんかもありますから、やっぱりみ

んなちゃんとまず安心できる環境というものは、一つの区切りとしては提供していく必要が

あると思います。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 当然、また事業者と話し合って、今守られていることは当然文書にし

て、私はそれは一向に異存はないと考えております。ちょっとまた勉強させていただきたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） 以上で、14番、山田議員の一般質問を終結します。 

  この際、２時10分まで休憩します。 

 

休憩 午後 １時５４分 

 

再開 午後 ２時０９分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◎日程第２ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度

 東伊豆町一般会計補正予算（第６号）） 
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○議長（村木 脩君） 日程第２ 専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについて

（令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号））を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました専決承認第４号 専決処分の承認を求めるこ

とについて、提案理由を申し上げます。 

  地方自治法179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、台風15号により被災した農業用施設について、早急に復旧

する必要が生じたため、令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第６号）を処分したもので

あります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（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、専決承認第４号 専決処分の承認を求

めることについての令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第６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の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,121万1,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ53億7,646万円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に1,121万1,000円

を追加し、２億9,358万8,000円といたします。 

  １節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金1,121万1,000円の増は、今回の補正

における不足額を補塡措置いたした内容でございます。 
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  ７ページ、８ページをごらん願います。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  10款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、１目農業用施設災害復旧費、補正前の

金額に1,121万1,000円を追加し、3,900万7,000円といたします。 

  事業コード１農業用施設災害復旧事業、13節委託費、細節５及び細節６の災害復旧工事測

量設計業務委託、計1,121万1,000円の増につきましては、台風15号により被災した片瀬地区

ワサビ田水路等施設の測量設計を委託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、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額53億6,524万9,000円に1,121万1,000円を追加し、53億

7,646万円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額53億6,524万9,000円に1,121万1,000円を追加し、53億

7,646万円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、専決承認第４号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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承認されました。 

 

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

 

◎日程第３ 専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度
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 東伊豆町一般会計補正予算（第７号）） 

○議長（村木 脩君） 日程第３ 専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについて

（令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号））を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました、専決承認第５号 専決処分の承認を求める

ことについて、提案理由を申し上げます。 

  地方自治法179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、台風15号及び19号により被災した施設について、早急に復

旧する必要が生じたため、令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第７号）を処分したもの

であります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（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、専決承認第５号 専決処分の承認を求

めることについての令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第７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の一般会計補正予算（第７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5,060万6,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ54億2,706万6,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額に5,060万6,000円

を追加し、３億4,419万4,000円といたします。 

  １節財政調整基金繰入金、細節１財政調整基金繰入金5,060万6,000円の増は、今回の補正
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における不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  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。 

  10款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、３目漁港災害復旧費、補正前の金額に

455万5,000円を追加し704万3,000円といたします。 

  事業コード１漁港災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事455万5,000円の増

につきましては、台風19号における被災した白田漁港の漂着物除去や北川漁港の防護柵など

の復旧工事について、増額措置するものであります。 

  ２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋りょう災害復旧費、補正前の金額に2,940万

7,000円を追加し、6,922万円といたします。 

  事業コード１道路災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事1,325万6,000円の

増につきましては、台風15号及び19号により被災した町道湯ノ沢草崎線等における、崩土や

落石除去などの復旧工事について増額措置するものであります。 

  ２目河川災害復旧費、補正前の金額に418万3,000円を追加し726万1,000円といたします。 

  事業コード１河川災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事418万3,000円の増

につきましては、台風15号及び19号により被災した河川における堆積物や流木除去などの復

旧工事について増額措置するものであります。 

  ３項その他公共施設・公用施設災害復旧費、１目観光施設災害復旧費、補正前の金額に

290万3,000円を追加し、393万6,000円といたします。 

  事業コード１観光施設災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事290万3,000円

の増につきましては、台風19号により被災した観光施設について、復旧工事を行うための増

額措置であります。 

  ４項文教施設災害復旧費、１目公立学校施設災害復旧費、補正前の金額に180万9,000円を

追加し、1,104万7,000円といたします。 

  事業コード１公立学校施設災害復旧事業、15節工事請負費、細節３稲取中学校災害復旧工

事113万2,000円の増につきましては、台風19号により被災した稲取中学校の校庭フェンス復

旧工事のための増額措置であります。 

  ３目保健体育施設災害復旧費、補正前の金額に117万7,000円を追加し、1,199万3,000円と

いたします。 

  事業コード１保健体育施設災害復旧事業、11節需用費、細節５修繕料117万7,000円の増に
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つきましては、台風19号により被災した町立体育センター等の修繕について増額措置するも

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、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず歳入ですが、補正前の額53億7,646万円に5,060万6,000円を追加し、54億2,706万

6,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額53億7,646万円に5,060万6,000円を追加し、54億2,706万

6,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、専決承認第５号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○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承認されました。 

 

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

 

◎日程第４ 議案第６４号 東伊豆町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の制定について 

○議長（村木 脩君） 日程第４ 議案第64号 東伊豆町会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の制定についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました、議案第64号 東伊豆町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 

  本議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、令和２年４月から会計年度任

用職員が導入されることに伴い、当該職員に関する任用制度の明確化、また、給与その他の

給付に関し必要な事項を定めるための条例を制定するものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 総務課長。 

○総務課長（梅原裕一君） ただいま提案されました、議案第64号 東伊豆町会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につきまして、お手元の資料により概要を御説明

させていただきます。 

  初めに、１の制定理由ですが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成

29年５月17日に公布され、令和２年４月から施行されることに伴い、会計年度任用職員に対

する給付について条例を制定するものです。 

  従来の臨時職員、非常勤職員については、法律の整理が明確でなく、本来の任用制度の趣

旨に沿わない運用を避けるため、地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任

用職員制度導入に伴い、当該職員に関する任用制度を明確にするとともに、給与その他の給

付に関し必要な事項を定める内容であります。 

  次に、２の制度の趣旨ですが、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務

の能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員の臨時・非常勤職員（一般職・特別

職・臨時的任用の３類型）について、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し、並びに

一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図ることです。 

  次に、３は、地方公務員法の一部改正に関する説明ですが、先ほど申し上げた臨時・非常

勤職員を類型ごとに厳格化する内容であります。 

  （１）ですが、特別職及び臨時的任用の厳格化となります。 

①の特別職非常勤職員は専門的な知識経験または識見を有する者がつく職であって、当該

知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行う者に限定

されます。 

  ②の臨時的任用職員は、臨時・緊急の必要性に基づき、常勤の職に欠員を生じた場合に限
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定されます。 

  次に、（２）ですが、ここが条例制定の要となる部分です。 

  当町の臨時職員は、今回の制度改正により従来の臨時的任用職員として任用ができなくな

り、新たに会計年度任用職員に移行します。 

移行時の任用制度を明確化、給与、報酬、その他手当などの給付に関し、必要な事項を定

めるための条例制定であります。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。 

よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第64号 東伊豆町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制

定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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６５号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 

○議長（村木 脩君） 日程第５ 議案第65号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました、議案第65号 東伊豆町職員の給与に関する
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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。 

  令和元年８月７日の人事院勧告を受け、国家公務員の給与法改正が令和元年11月15日に成

立し、これに準じた措置を講ずるため、当町職員の給与条例を改正するものでございます。 

  主な改正内容につきましては、民間給与との較差を埋めるための令和元年度における給料

表の水準の引き上げ、また民間の特別給の支給割合との均衡を図り、職員の勤勉手当100分

の５カ月分の引き上げ及び管理職員特別勤務手当の改正となっております。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（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65号 東伊豆町職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例につきまして、お手元の新旧対照表により概要を御説明させて

いただきます。 

  令和元年８月７日に国家公務員の給与に対する人事院勧告がなされ、令和元年11月15日に、

国会において国家公務員の給与法改正が成立しましたので、これに準拠し当町の給与条例を

改正するものでございます。 

  恐れ入りますが、第１条関係の新旧対照表の１ページをごらんください。 

  初めに、第15条の８の勤勉手当についてですが、人事院勧告で示された勤勉手当を民間の

支給割合4.51月に見合うよう、100分の５月分引き上げ、現行100分の92.5月である12月支給

分を100分の97.5月とする内容です。 

  なお12月の勤勉手当は12月10日に従来の100分の92.5月で支給し、この条例が可決され次

第、差額の100分の５月分の追加支給をするという形になります。 

  次に、２ページから12ページまでは、行政職給料表第１表及び第２表の改正となります。 

  民間給与との較差0.09％を埋めるため、平成31年度における給料表の水準を引き上げる内

容です。 

  この改正により、行政職給料表第１表におきましては、30歳代半ばまでの号俸を改定、そ

れ以上の年代と再任用職員の改定は今回見送りとなっております。 

  例えば、大卒初任給１級25号給は1,500円、短大卒初任給１級17号給は1,700円、高卒初任

給１級９号給は1,900円、それぞれ引き上げとなっております。 

  また、行政職給料表第２表におきましても、短大卒初任給１級25号給及び高卒初任給１級

13号給はともに1,900円の引き上げとなっております。 
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  以上、第１条につきましては、平成31年４月１日から適用とします。 

  つづきまして、新旧対照表、第２条関係をごらんください。 

  まず、第15条の３の管理職員特別勤務手当についてですが、従来、管理職が臨時又は緊急

性の必要により勤務した場合、週休日、祝日法による休日、年末年始のみ支給が可能とされ

ていました。 

  今回の改正は、週休日等以外の午前零時から午前５時までの間で、緊急の必要により勤務

した場合にも標記手当を支給可能とする内容です。 

  次に、第15条の８の勤勉手当についてですが、先ほど、第１条において令和元年人事院勧

告として100分の５月増としたものを、令和２年度勤勉手当の６月、12月支給分に均等に振

り分ける内容です。これにより、６月の100分の92.5月及び12月の100分の97.5月が６月、１

２月とも100分の95月へ改正となります。 

  以上、第２条については令和２年４月１日から施行を予定しております。 

  お手数ですが、改正文の最後から２枚目の附則をごらんください。 

  附則１につきましては、この条例は交付の日から施行、第２条の改正後の条例は令和２年

４月１日から施行といたします。 

  附則２につきましては、第１条の改正後の条例は、平成31年４月１日にさかのぼり適用し

ます。 

  附則３についてですが、条例改正前に支給済みの給料及び手当は、今回改正する条例の規

定による支払いの内払いとし、差額のみ追加支給する内容であります。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。 

よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第65号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 
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（「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６６号 東伊豆町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例について 

○議長（村木 脩君） 日程第６ 議案第66号 東伊豆町災害弔慰金の支給等に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました、議案第66号 東伊豆町災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の改正に伴

い、条文の整備を図るため、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、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66号 東伊豆町

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明させていただきま

す。 

  改正内容につきましては、災害援護資金の貸し付け時、年３％に固定されている災害援護

資金の貸付利率について、市町村の判断に基づき、これよりも低い利率での貸し付けを条例

で設定できるようになり、保証人の要否の判断も市町村へ委ねられました。 

  さらに、償還方法については、月賦償還が追加され、償還金を支払うことが困難である場

合、支払い猶予、償還免除などが可能であることを法律で明確化しており、免除等のため、

市町村に資産・収入を調査する権限を付与しております。 

  また、市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、

審議会等を設置するよう努める内容であります。 
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  それでは、新旧対照表で説明いたします。 

  恐れ入りますが、新旧対象表をごらんください。 

  第13条第１項の表中、第３号中の「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改めます。 

  第14条の見出し中「利率」の次に「及び保証人」を加え、同条中「据置期間中は無利子と

し、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年３パ－セントとする。」を「無利子と

する。」に改め、同条の次に２項を加えます。 

  第２項、災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。 

  第３項、前項の保証人は、災害援護資金の貸し付けを受けた者と連帯して債務を負担する

ものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとします。 

  第15条第１項中「又は半年賦償還」を「、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同条第３項

を次のように改めます。 

  第３項、償還金の支払い猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第

13条、第14条第１項及び第16条並びに令第８条、第９条及び第12条の規定によるものとしま

す。 

  第16条の次に次の章名及び１条を加えます。 

  第５章、雑則。 

  支給審査委員会の設置。 

  第17条、町に、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、

支給審査委員会を置く。 

  第２項、支給審査委員会の委員は、医師、弁護士その他町長が必要と認める者のうちから、

町長が任命する。 

  第３項、前項に定めるもののほか、支給審査委員会に関し必要な事項は、町長が定めます。 

  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。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 災害援護資金ということですから、これは、当然町が無利子で貸す

ということがあった場合ですけれども、当然その原資というものについては、特別交付税等
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なんかに算入される、財源的措置等がされるという裏づけがある制度でしょうか。 

  町の基金で賄うべき内容なのかという、ちょっとその辺がひとつわからないので教えてく

ださい。 

  ２つ目に、うちの町も53年の災害を受けた後の災害援護資金というのは、昭和53年に採用

して、平成になるまでいろいろトラブルがあって、98条の特別委員会を設置して、この返還

について取り組んだ経過もあります。そういうのを知っている人というのも本当に少ないん

ですけれども、今回では、そういう点でいうと、保証人を入れたということもあるんですけ

れども、じゃ、保証人が場合によって全部償還する前に亡くなったりとかというような問題

はどうなのかなというようなことがあります。 

  今回、やっぱり今の参事の説明を聞いていると、やっぱり非常に地方分権の時代なので、

最終的に貸し付けということについては、自己責任が伴うということで、そのための審査委

員会ということなんだろうと思うんですけれども、ここで、医師、弁護士というふうな形で

職種が入っている理由は何なのかなということを、まずちょっとお伺いしたいと思います。 

○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） まず、災害援護資金については、国が法第11条に規定する、

都道府県が市町村に貸し付ける３分の２の額を無利子で都道府県に貸し付けております。国

が３分の２、県が３分の１という貸付割合になります。 

  また、審査委員会につきましては、支給審査委員会に関しましては、自然災害による死亡、

または、例えば重度障害等であるか否か、判断が困難な場合、医師や弁護士などの有識者で

構成される支給審査委員会が、その死因等や障害の原因などを究明するということになって

おりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） そうすると、これは当然、弔慰金の部分を支給する部分と、援護資

金で貸し付けするという問題があるんで、弔慰金を支払うという責任においては、当然医師

が要るとかというのは今の説明なんだけれども、そうすると、貸し付けの場合は、逆に今度

は銀行とか金融関係にやっぱり精通した方が、審査委員会にはいないと、資産とかいろんな

ものを判断して、この金額は貸付金額、これ限度額ということですから、当然そういうもの

も考慮した上で、貸付金額というのが決定されるんだと思うんです。 

そういう仕事を、当然事務的には住民福祉課の中でやるんだけれども、当然貸し付けとい

うことについていえば、金融関係の方が審査委員の中に、１人なり２人なり入ってきたりと
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かということは、想定をしているんですか。 

○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） この支給審査委員会なんですけれども、災害弔慰金と災害

障害見舞金に関しての審査委員会です。貸し付けに関しましては、災害援護資金の貸し付け

の対象者というのは、世帯主が災害により負傷し、その療養に関する期間が１月以上ある方

や、家財の３分の１の損害を受けた方、住居の半壊、または全壊、流出した方が対象で、貸

付限度額が350万円までとなっておりますので、御理解をお願いします。 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） だから、そうすると、じゃ、弔慰金や何かで、これはお見舞いとし

て出すやつだから、当然その理由や何かがあって、決められた金額を出すというのはそれは

わかるんだけれども、じゃ、それについて、死亡要因とか何かにチェックする必要があって、

医者が入ってくるというのは、それはそうだと思うんだよね。 

  ただ、一方で、援護資金の部分でいうと、貸し付けというものは非常に難しいと思うんで

す。限度額ですよね、この設定は。そうすると、当然、通常の収入や資産や何かから、いろ

んなものを判断して出さなきゃならない、じゃないのかなと思うんです。やっぱりその部分

については、全部事務局である住民福祉課がやるんですか。 

非常にその辺が限度額ということは、その書かれた金額よりも、当然少なくなる場合があ

るんだろうし、資産や何かをチェックできるということであれば、当然その資産を認定した

上で、貸付額というものは、限度額が適正なのか、もう少し下の額じゃないとこの人は返済

が無理だねとかという、そういう問題が出てくるんじゃないかなと思うんだけれども、その

辺は、じゃ、審査委員会は関係なく、原課の担当課のほうでやるんでしょうか。 

  それと、ちょっと最初の問題ですけれども、今、参事が言われたような、被害を負った

云々かんぬんとなると、例えば今回のうちの町みたいに、屋根が飛ばされたとかという被害

はあった。だけれども、この町では、災害救助法だとか、そういう法律の適用にはならなか

った。この場合でもなるのかどうなのかというところはちょっと心配になるんですけれども、

いかがなんですか。 

○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） まず、災害援護資金の貸し付けにおいては、被害の種類と

か、被害の程度によって、貸付金額が決まっております。被害の程度が150万円ぐらいから、

350万円までを限度として、貸し付けがなされるような形になっております。 
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  また、災害救助法の災害援護資金の対象災害は、都道府県内で、災害救助法が適用された

市町村が１つ以上ある自然災害が対象となりますので、災害救助法が適用された市町が、県

内で１つあれば対象となるような形になります。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） よろしいですか。 

  ３番、稲葉議員。 

○３番（稲葉義仁君） すみません、念のため確認だけさせてください。 

  委員会で説明を受けたときに、その中の話で、先ほども出ておりました災害援護資金の保

証人の部分で、今回、保証人という文言が入ったことで、じゃ、ケースによっては保証人が

立てられない方というのがあることも考えられるということで、その場合はやっぱり適用は

できないのかというような質問がたしかございました。 

その件について、少し検討してみるというようなお答えをいただいたかと思うんですが、

そのあたり、どういう形で検討がなされていたのか、ちょっと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） それは委員会で出ました。やっぱり基本的には厳しいと感じておりま

す。やっぱりあくまでこれは国のほうの関係でございますもので、それはちょっと多分厳し

いんじゃないかという中の結論で至った中で、今、これを提出している状況でございます。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ３番、稲葉議員。 

○３番（稲葉義仁君） なかなか起こらない災害という中での、かなり大きな被害を負った方

に対するもので、発生する可能性自体もかなりレアなものではあると思っております。ただ、

実際こういうことが起きたときに、今申したような、なかなか困ったことになってしまうよ

うな方々が出てくるような可能性もないわけではないと思いますので、そのあたり十分念頭

に置いて、実際の施行に当たっては、町政の運営に当たっていただければと思います。 

  以上です。 

○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。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第66号 東伊豆町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

についてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第６７号 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する

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７ 議案第67号 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました、議案第67号 東伊豆町公営企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  人事院勧告に伴い、条文の整備を図るため、議会の議決を求めるものであります。 

  内容につきましては、先ほどの議案第65号 東伊豆町職員の給与に関する条例の一部改正

と同じく、公営企業についても同様に改正する内容であります。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（鈴木貞雄君） ただいま提案されました、議案第67号 東伊豆町公営企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について、概要を説明させていただ

きます。 

  今回の改正は、人事院勧告に伴い条文の整備を図る内容で、先ほどの議案第65号 東伊豆

町職員の給与に関する条例の改正のうち、管理職員特別勤務手当の部分を同様に改正する内
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容であります。 

  恐れ入りますが、資料の４枚目、新旧対照表をごらんください。 

  改正前の第12条の２では、管理職が週休日または休日等に、臨時・緊急の必要により勤務

した場合に、管理職員特別勤務手当を支給する、という内容でした。 

  今回の改正では、週休日等以外の午前零時から午前５時までの間に勤務した場合にも支給

対象となる改正であります。従来は、休日・祝日が対象でしたが、今回の改正で平日の深夜

も対象となるという改正であります。 

  改正後の第12条の２、第１項につきましては、引用先の修正など条文の言い回しを変更し

ておりますが、内容的には特に変わってはおりません。 

  次の、第２項「前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は

緊急の必要により週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間であって正規の勤務時

間外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。」この部

分が、平日の深夜も対象となる改正箇所になります。 

  次の、第３項第１号は、週休日等の手当の上限額に関する部分を、給与規定のほうからこ

の条例のほうに移行をしております。 

  次の第２号、「前項に規定する場合、同項の勤務１回につき、6,000円を超えない範囲内

において給与規程で定める額」の部分で、今回追加される平日深夜の手当の上限額を定めて

おります。 

  次の第４項、「前３項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事

項は、給与規程で定める。」この一文を追加し、条例と規定の関連性を示しております。 

  次に１ページ前の資料の３枚目、改正文の附則の部分をごらんください。 

  この条例は、令和２年４月１日から施行といたします。 

  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。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 
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  これより、議案第67号 東伊豆町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例についてを採決します。 

  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８ 議案第６８号 令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号） 

○議長（村木 脩君） 日程第８ 議案第68号 令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第８

号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました、議案第68号 令和元年度東伊豆町一般会計

補正予算（第８号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に4,313万3,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額を54億7,019万9,000円とするものであります。 

  歳入の主な内容ですが、障害者自立支援給付費負担金における国及び県補助金の増額や、

補正第６号から第８号まで計上しました災害復旧工事における一般単独災害復旧事業債を増

額措置しております。 

  次に、歳出の主な内容ですが、子ども医療費扶助費や子宝祝金の増額、また、この度の台

風被害による誘客・経済対策としての観光協会への補助金を増額しております。 

  必要な財源配分を行った後、余剰財源を財政調整基金へ繰り戻し措置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68号 令和元年度東伊豆町一般

会計補正予算（第８号）について概要を御説明いたします。 
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  令和元年度東伊豆町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,313万3,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億7,019万9,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の、款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  地方債の補正。 

第２条、地方債の追加、変更及び廃止は、「第２表地方債補正」によります。 

  恐れ入りますが、９ページ、10ページをお開きください。 

  ２．歳入について御説明いたします。 

  １款町税、５項１目入湯税、補正前の金額から495万円を減額し、１億1,505万1,000円と

いたします。 

  １節細節１現年課税分495万円の減は、入湯客数減少によるものです。 

  14款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の金額に1,537万円を

追加し、２億8,421万6,000円といたします。 

  １節社会福祉費負担金、細節２障害者自立支援給付費負担金1,634万6,000円の増は、障害

者自立支援給付費増に伴う国庫負担金の増額措置であります。 

  ２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、補正前の金額から666万7,000円を減額し、

3,701万9,000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円の減は、県

補助金として予算措置されることが判明したため、この国庫補助金を減額措置するものであ

ります。 

  11ページ、12ページをごらん願います。 

  ６目土木費国庫補助金、補正前の金額から809万8,000円を減額し、１億4,250万2,000円と

いたします。 

  １節道路橋りょう費補助金、細節１社会資本整備総合交付金809万8,000円の減は、国の内

示により稲取片瀬線舗装補修工事や橋梁補修工事の減額に対する交付金を減額措置するもの

であります。 

  15款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、補正前の金額に774万5,000円を追加

し、２億345万3,000円といたします。 
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  １節社会福祉費負担金、細節３障害者自立支援給付費負担金817万3,000円の増は、障害者

自立支援給付費増に伴う増額措置であります。 

  ２項県補助金、２目民生費県補助金、補正前の金額に825万円を追加し、4,310万6,000円

といたします。 

  １節社会福祉費補助金、細節16子ども・子育て支援事業費補助金756万7,000円の増は、先

ほど減額の説明をいたしました国庫補助金から財源を移すため、この県補助金を増額措置す

るものであります。 

  18款繰入金、３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額から476万6,000円

を減額し、３億3,942万8,000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476万6,000円の減は、今回の補正予

算における歳入歳出予算調整後の余剰財源を基金へ繰り戻すため、減額するものであります。 

  なお、補正後の財政調整基金残高は、約５億4,300万円となります。 

  13ページ、14ページをごらん願います。 

  21款１項町債、２目土木債、補正前の金額から900万円を減額して、１億890万円といたし

ます。 

  １節土木債、細節４稲取片瀬線整備事業450万円の減及び細節10桜久保線（堰口橋）橋り

ょう補修事業410万円の減は、国の内示によりこの土木債を減額するものであります。 

  ４目災害復旧債、補正前の金額に4,840万円を追加して、4,840万円といたします。 

  １節その他公共施設・公用施設災害復旧債、細節１観光施設一般単独災害復旧事業230万

円の増及び２節公共土木施設災害復旧債、細節３公共土木施設一般単独災害復旧事業2,840

万円の増、３節農林水産業施設災害復旧債、細節２農林水産業施設一般単独災害復旧事業

480万円の増、４節文教施設災害復旧債、細節２文教施設一般単独災害復旧事業1,290万円の

増は、補正第５号から第８号における台風15号及び19号の災害復旧工事の財源として、一般

単独災害復旧事業債を計上するものであります。 

  ７目消防債、補正前の金額から700万円を減額して、7,520万円といたします。 

  １節消防債、細節１同報無線子局更新事業550万円の減は、契約差金による減額措置であ

ります。 

  19ページ、20ページをごらん願います。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、９目企画費、補正前の金額に390万円を追加し、5,149万
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4,000円といたします。 

  事業コード２交流・定住促進事業、19節負担金補助及び交付金、細節１若者定住促進住宅

取得補助金380万円の増につきましては、申請実績に基づく増額であります。 

  10目自治振興費、補正前の金額に262万円を追加し、4,108万1,000円といたします。 

  事業コード５安全で安心なまちづくり推進事業、11節需用費、細節５修繕料260万円の増

につきましては、防犯灯修繕に伴う増額であります。 

  25ページ、26ページをごらん願います。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者福祉費、補正前の金額に3,697万2,000円を追加

し、３億4,744万8,000円といたします。 

  事業コード１障害者児自立支援給付事業、20節扶助費、細節２自立支援給付費3,074万

3,000円の増につきましては、利用者増加による増額措置であります。 

  事業コード４自立支援医療事業、23節償還金利子及び割引料、細節１障害者自立支援医療

費国庫負担金過年度返還金291万8,000円の増は、前年度の確定により返還するものでありま

す。 

  ７目国民健康保険費、補正前の金額に321万5,000円を追加し、１億1,716万2,000円といた

します。 

  事業コード１国民健康保険特別会計支援事業、28節操出金、細節１国民健康保険特別会計

操出金321万5,000円の増につきましては、法定操出分の増額措置であります。 

  27ページ、28ページをごらん願います。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正前の金額に406万7,000円を追加し、２億

1,939万6,000円といたします。 

  事業コード７子ども医療費助成事業、20節扶助費、細節１子ども医療費扶助費200万円の

増は、実績に基づく増額であります。 

  35ページ、36ページをごらん願います。 

  ６款１項商工費、３目観光費、補正前の金額に1,239万5,000円を追加し、１億4,630万

2,000円といたします。 

  事業コード１地域観光振興対策事業、19節負担金補助及び交付金、細節１町観光協会補助

金1,088万円の増につきましては、台風災害による落ち込みへの誘客対策として、旅行会社

とのタイアップによるキャンペーン等に係る増額措置であります。 

  37ページ、38ページをごらん願います。 
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  ７款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費、補正前の金額から3,144万9,000

円を減額し、２億9,328万円といたします。 

  事業コード１道路新設改良事業、13節委託料、細節１橋りょう補修設計業務委託料540万

円の減及び15節工事請負費、細節２入谷天城１号線改良工事700万円の減、細節３橋りょう

補修工事700万円の減、細節５稲取片瀬線舗装補修工事1,200万円の減につきましては、国の

内示による減額措置であります。 

  ８款１項消防費、２目非常備消防費、補正前の金額に289万3,000円を追加し、5,106万

4,000円といたします。 

  事業コード１非常備消防事務事業、18節備品購入費、細節１消防用器具備品382万5,000円

の増は、国の補助を受け、消防用器具備品を購入するものであります。 

  ４目防災対策費、補正前の金額から914万5,000円を減額し、１億4,480万9,000円といたし

ます。 

  事業コード５防災情報システム維持管理事業。 

  39ページ、40ページをごらん願います。 

  15款工事請負費、細節１同報無線子局更新工事730万3,000円の減につきましては、契約差

金により減額措置するものであります。 

  49ページ、50ページをごらん願います。 

  10款災害復旧費、３項その他公共施設・公用施設災害復旧費、１目観光施設災害復旧費、

補正前の金額に533万4,000円を追加し、927万円といたします。 

  事業コード１観光施設災害復旧事業、15節工事請負費、細節１災害復旧工事533万4,000円

の増につきましては、熱川海岸突堤復旧工事に伴う増額であります。 

  恐れ入りますが、７ページ、８ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま御説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額54億2,706万6,000円に、4,313万3,000円を追加いたしまし

て、54億7,019万9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額54億2,706万6,000円に、4,313万3,000円を追加いたしまし

て、54億7,019万9,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は、国県支出金が1,834万円の増、地方債が

3,240万円の増、その他財源が79万5,000円の増、一般財源を840万2,000円の減といたします。 

  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。 
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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。 

  ２番、笠井議員。 

○２番（笠井政明君） すみません、１点、ちょっとお伺いさせてもらいたいと思います。 

  ６款商工費、１項商工費、３目の観光費ですね、町観光協会補助金についてなんですけれ

ども、今、説明ありました誘客対策ということで1,000万円ということで、以前要望が出て

いた部分のかと思います。今朝の静岡新聞のほうにも簡単に内容は出ていましたが、ちょっ

と所管の委員会ではないので、簡単にどのような企画をして、どのように使われて、どのよ

うな対策を打つのかをちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） ただいま御質問の町観光協会補助金についてでございますが、

台風15号、19号による推計で7,300人のキャンセルが発生し、被害額が１億円を超えてござ

います。また、首都圏を含む広い範囲で被害を生じたことから、観光需要が冷え込んでおり、

その対策として、楽天、じゃらん、ヤフートラベルなどで、１月末から割引クーポンを発行

するキャンペーンを実施するための費用1,000万円を補助するものです。 

  1,000万円のうち、クーポン原資になる割引の、国で言う復興割のような形になりますが、

これについて、原資が600万円、残りの400万円は、それぞれの旅行会社のホームページのた

てつけですとか、広告料というような内容になっております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ２番、笠井議員。 

○２番（笠井政明君） ありがとうございます。 

  内容はわかりました。今回新聞にもありましたが、その台風被害で１億円以上の被害とい

うことでなっております。これを行う期間というのは、毎年観光客が多く来られる時期かな

とは思いますが、ほかの千葉だったりとかの地域も国の補助があって、当町がこの予算をつ

けて、どの程度上向きというか、減少を減らせられるのかという試算は出ているか、教えて

いただけますか。 

○議長（村木 脩君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（森田七徳君） 今、御指摘のとおり、国がかなりの予算をつけまして、関東

近郊の被災を受けた都道府県で、総額で24億5,000万円ほど割引クーポン発行します。残念

ながら、伊豆についてはこの対象になっておりませんことから、町単独でのクーポンの実施
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を予定しております。 

  今、原資が600万円でございますので、１口3,000円で発行しますと2,000人程度というこ

とになります。この3,000円がいいのか、宿泊の単価によってもうちょっと下げる部分があ

ってもいいのかということで、実数としては変わってきますが、大体２月の入湯客数で考え

ますと、押し上げる効果が３％程度かなというように考えております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） ほかに質疑はありませんか。 

  １番、楠山議員。 

○１番（楠山節雄君） 関連ですけれども、国の対象地域にならないということのちょっと理

由を教えていただきたいのと、大体伊豆のほとんどが対象にならなかったと思うんですけれ

ども、伊豆全体でこういう陳情みたいな形がとられたのかどうか。対象地域として認定して

いただきたいという、そういう動きがあったのかどうか、教えてください。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） これは、国のほうは、基本的には災害救助法の適用になったところに、

クーポンとかそういう補助を助成するということです。そうすると、静岡県におきましては、

函南町と伊豆の国は災害救助法になって、そこには国のほうから来ますけれども、それ以外、

静岡県には来ません。 

  そういう中で、動きの中で、やっぱり結構動きが遅いという国会議員の要請があった中で、

一応市長会と町長会のほうで、国のほうにこのお願いはしてありますけれども、いろんな面

で、観光以外にも災害にかかった費用を助成してほしいとかやっておりますけれども、その

回答はございませんけれども、一応そういう動きはしております。 

  以上です。 

○議長（村木 脩君） １番、楠山議員。 

○１番（楠山節雄君） 東伊豆町だけでも、キャンセル概算で１億という大きな数字になって

いると思うんですけれども、伊豆全体、対象になっていないところも含めると、相当なやっ

ぱり金額になってきていると思うんです。まだ返事をいただいていないということですけれ

ども、この辺については、コネクションもやっぱりあったりして、国会議員を中心として、

そういう方にぜひお願いして、支援をいただくという考え方はどんなでしょうか。 

○議長（村木 脩君） 町長。 

○町長（太田長八君） 一応、基本的には3.11のときも、結局は、実際被災されたところで風
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評被害は一切見てくれませんでした。今回もそういうような状況でございまして、やっぱり

あくまでも災害救助法が適用されたところという中で、当然、県下、国会議員の先生も心配

してくれた中で、それはある程度動いてくれておりますけれども、まだその回答が来ていな

いというそういう状況でございます。 

○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。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68号 令和元年度東伊豆町一般会計補正予算（第８号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  この際、３時20分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時１２分 

 

再開 午後 ３時２１分 

 

○議長（村木 脩君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第９ 議案第６９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３号） 

○議長（村木 脩君） 日程第９ 議案第69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３号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 
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（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました、議案第69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３号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ321万5,000円を増額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ18億926万7,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では総務費及び保険給付費の増額に伴い、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、総務費において制度改正に伴う国保システム改修委託料の増額、保

険給付費において出産育児諸費の増額補正をそれぞれ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69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３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３号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ321万5,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億926万7,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ぺージをお開きください。 

  歳入の内容について説明いたします。 

  ６款繰入金、１項１目一般会計繰入金、補正前の額に321万5,000円を追加し、１億1,716

万2,000円といたします。 

  ２節職員給与費等繰入金、細節１職員給与費等繰入金181万5,000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。 

  ３節助産費等繰入金、細節１助産費等補助金繰入金140万円の増は、保険給付費の出産育

児一時金の増に伴う町の法定負担分です。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 
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  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181万5,000円を追加し、

643万9,000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181万5,000円の増は、制度改正

により、医療機関窓口での被保険者資格確認について、個人番号カードによるオンライン資

格確認システムが導入されることに伴い、国保システムの改修をするものです。 

  ２款保険給付費、４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、補正前の額に210万1,000円を

追加し、714万4,000円といたします。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１出産育児一時金210万円の増は、国民健康保険被保険

者の出産見込み者数の増によるものです。 

  ７款１項基金積立金、１目国民健康保険事業基金積立金、補正前の額から70万1,000円を

減額し、1,280万9,000円といたします。 

  25節積立金、細節１国民健康保険事業基金積立金70万1,000円の減は、今回の補正におけ

る歳入歳出予算財源調整のため積立金を減額するものです。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額18億605万2,000円に321万5,000円を追

加いたしまして、18億926万7,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額18億605万2,000円に321万5,000円を追加いたしまして、18億

926万7,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、特定財源その他で321万5,000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。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第69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３号）を
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採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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７０号 令和元年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第

 ３号） 

○議長（村木 脩君） 日程第10 議案第70号 令和元年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

  町長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70号 令和元年度東伊豆町介護保険

特別会計補正予算（第３号）について、提案理由を申し上げます。 

  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397万4,000円を増額し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ13億4,173万3,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、保険給付費等の増額に伴う国、県、支払基金、町

からの法定負担分の増額補正であります。 

  歳出につきましては、利用者の増に伴う保険給付費の増額補正及び財源調整のための基金

積立金の減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70号 令和元年度東伊

豆町介護保険特別会計補正予算（第３号）について、概要を説明させていただきます。 

  令和元年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところにより

ます。 

  歳入歳出予算の補正。 
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  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ397万4,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,173万3,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ぺージをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額に100万8,000円を

追加し、２億1,724万8,000円といたします。 

  １節現年度分負担金、細節１現年度分介護給付費負担金100万8,000円の増は、保険給付費

の介護予防サービス給付費等の増に伴う法定負担分の増額でございます。 

  ４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正前の額に136万1,000円を追加し、

３億2,792万5,000円といたします。 

  １節現年度分交付金、細節１第２号被保険者介護給付費交付金136万1,000円の増につきま

しても、法定負担分の増額でございます。 

  ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、補正前の額に63万円を追加し、１

億7,047万6,000円といたします。 

  １節現年度分負担金、細節１介護給付費県負担金63万円の増につきましても、法定負担分

の増額でございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、補正前の額に63万1,000円を

追加し、１億4,909万9,000円といたします。 

  １節現年度分繰入金、細節１介護給付費繰入金63万1,000円の増につきましても、法定負

担分の増額でございます。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明をいたします。 

  ２款保険給付費、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費、補正前の

額に440万6,000円を追加し、2,303万9,000円といたします。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１介護予防サービス給付費保険者負担金440万6,000円の

増は、要支援１、２と認定された方の介護予防サービスの利用が増加したことによるもので

ございます。 



－190－ 

  ６目介護予防住宅改修費、補正前の額に63万8,000円を追加し、184万3,000円といたしま

す。 

  19節負担金補助及び交付金、細節１介護予防住宅改修費保険者負担金63万8,000円の増に

つきましても、要支援１、２と認定された方の利用が増加したことによるものでございます。 

  ４款１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の額から116万4,000円

を減額し、5,947万7,000円といたします。 

  25節積立金、細節１介護保険給付費準備基金積立金116万4,000円の減は、保険給付費等が

増額となったため、財源調整のため積立金を減額するものです。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を、歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額13億3,775万9,000円に397万4,000円を

追加いたしまして、13億4,173万3,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額13億3,775万9,000円に397万4,000円を追加いたしまして、13

億4,173万3,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源の国県支出金で196万3,000円、その他で136万

1,000円、一般財源で65万円といたします。 

  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。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第70号 令和元年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第３号）を採決

します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○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１１ 議案第７１号 令和元年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算

 （第１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第11 議案第71号 令和元年度東伊豆町風力発電事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

  町長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71号 令和元年度東伊豆町風力発電

事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ70万4,000円を減

額し、歳入歳出予算の総額を1,929万9,000円とするものであります。 

  主な内容は、売電収入の減額、修繕料及び保安管理委託料の増額のため、基金積立金を減

額させていただいたものであります。 

  詳細につきましては、企画調整課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（村木 脩君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（村木善幸君） ただいま提案されました議案第71号 令和元年度東伊豆町風

力発電事業特別会計補正予算（第１号）について、概要説明をさせていただきます。 

  令和元年度東伊豆町の風力発電事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ70万4,000円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,929万9,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入ですが、３款１項１目繰越金、補正前の金額に127万4,000円を追加し、127万5,000円

といたします。 
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  １節繰越金、細節１前年度繰越金127万4,000円の増は、決算の確定によるものでございま

す。 

  ４款諸収入、１項収益事業収入、１目売電収入、補正前の金額から300万円を減額し、

1,700万円といたします。 

  １節細節１売電収入300万円の減は、油圧装置の制御油漏れに伴う１号機の停止による売

電収入の減少によるものでございます。 

  ２項１目雑入、補正前の金額に102万2,000円を追加し、102万2,000円といたします。 

  １節雑入、細節１消費税等還付金102万2,000円の増は、消費税清算額が売電収入減により、

納付済額を下回ったため返戻されるものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出ですが、１款電気事業費、２項１目風力発電事業費、補正前の金額に140万円

を増額し、1,821万3,000円といたします。 

  11節需用費、細節５修繕料70万円は、予期せぬ故障の発生による設備ふぐあい調査・修繕

の費用を増額するものでございます。 

  13節委託料、細節１発電施設保守管理委託料70万円の増は、現在、運転を休止してござい

ます風車２号機、３号機についても保守の管理が必要でございますが、当初予算措置がなか

ったため、その費用を今回補正計上するものでございます。 

  ２目風力発電基金費、補正前の金額から210万4,000円を減額し、56万6,000円といたしま

す。 

  25節積立金、細節１基金積立金210万4,000円の減は、発電量の減少により積立金を減額す

るものでございます。 

  恐れ入ります。３ページ、４ページにお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で補正内容を総括してあります。 

  補正前の歳入及び歳出予算の総額2,000万3,000円から、歳入歳出それぞれ70万4,000円を

減額し、補正後の歳入及び歳出予算の総額を、それぞれ1,929万9,000円といたします。 

  なお、補正予算財源は、一般財源で70万4,000円の減となっております。 

  以上、簡単でございますが、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） 
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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。 

（発言する人なし） 

○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71号 令和元年度東伊豆町風力発電事業特別会計補正予算（第１号）を

採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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１２ 議案第７２号 令和元年度下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、

 松崎町及び西伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置

 事業特別会計補正予算（第１号） 

○議長（村木 脩君） 日程第12 議案第72号 令和元年度下田市、東伊豆町、河津町、南伊

豆町、松崎町及び西伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました、議案第72号 令和元年度下田市、東伊豆町、

河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置事業特別会計補正予

算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に７万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ205万1,000円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、歳入は共同設置している各市町からの負担金の増額であり、歳出

につきましては、幼児教育アドバイザーの旅費及び県の総合庁舎光熱水費の分担金の増額を

行うものであります。 

  詳細につきましては、教育委員会事務局長より説明いたさせますので、よろしく御審議を
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お願いいたします。 

○議長（村木 脩君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） ただいま提案されました議案第72号 令和元年度下田

市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置事業

特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 

  令和元年度の下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町幼児教育アドバ

イザー共同設置事業特別会計補正予算（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７万6,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ205万1,000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。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  １款分担金及び負担金、１項負担金、１目関係市町負担金、補正前の額に７万6,000円を

追加し、205万1,000円といたします。 

  １節関係市町負担金、細節１幼児教育アドバイザー共同設置費負担金７万6,000円の増は、

アドバイザーの研修会及び施設訪問の旅費や、事務所として使用している県総合庁舎の光熱

水費負担金に不足が生じたため、関係市町の負担金を増額させていただくものです。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  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７万6,000円を追加し、205

万1,000円といたします。９節旅費、細節１普通旅費７万4,000円の増は、アドバイザーとし

て県の研修会に参加する際の旅費及び関係市町の幼児教育施設を訪問する際の旅費に不足が

生じたため増額させていただくものです。 

  次に、19節負担金補助及び交付金、細節１県庁舎管理費負担金2,000円の増につきまして

は、幼児教育アドバイザーが事務所として使用している県下田総合庁舎の光熱水費負担金の

電気料に不足が生じたため、増額させていただくものでございます。 

  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。 
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  まず歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額197万5,000円に７万6,000円を追加い

たしまして、205万1,000円といたします。 

  次に歳出ですが、補正前の額197万5,000円に７万6,000円を追加いたしまして、205万

1,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、特定財源のその他７万6,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第72号 令和元年度下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西

伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置事業特別会計補正予算（第１号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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１３ 議案第７３号 令和元年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第３ 

              号） 

○議長（村木 脩君） 日程第13 議案第73号 令和元年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第73号 令和元年度東伊豆町水道事業会

計補正予算（第３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、予算第３条に定めた収益的収入の既決予定額に７万8,000円を追加し、

総額を４億4,039万6,000円とし、収益的支出の既決予定額に128万6,000円を追加し、総額を

４億3,831万5,000円とするものであります。 

  主な補正内容といたしましては、台風19号の対応経費及び人事院勧告に伴う給与費関係な

どを増額措置する内容であります。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（村木 脩君） 水道課長。 

○水道課長（鈴木貞雄君） ただいま提案されました議案第73号 令和元年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第３号）について、概要を説明させていただきます。 

  総則。 

  第１条、令和元年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よります。 

  収益的収入及び支出。 

  第２条、令和元年度東伊豆町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  収入、第１款水道事業収益、既決予定額４億4,031万8,000円に７万8,000円を追加し、４

億4,039万6,000円といたします。 

  第２項営業外収益、既決予定額1,966万3,000円に７万8,000円を追加し、1,974万1,000円

といたします。 

  支出、第１款水道事業費用、既決予定額４億3,702万9,000円に128万6,000円を追加し、４

億3,831万5,000円といたします。 

  第１項営業費用、既決予定額４億58万8,000円に128万6,000円を追加し、４億187万4,000

円といたします。 

  ２ページをごらん願います 

  議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第３条、予算第５条に定めた経費

の金額を次のように改めます。 

  第１号、職員給与費、既決予定額9,096万3,000円に98万6,000円を追加し、9,194万9,000

円といたします。 

  恐れ入りますが、８ページ、９ページをお開きください。 
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  参考資料により、主な補正内容を説明させていただきます。 

  初めに、収益的収入についてですが、１款水道事業収益、２項営業外収益、４目雑収益、

２節その他雑収益を７万8,000円増額します。台風19号における被災団体（函南町・熱海市）

への給水支援に関する経費を、静岡県企業局から受け入れるための増額措置であります。 

  次に、収益的支出についてですが、１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水

費の、２節手当15万1,000円の増、次の２目配水及び給水費の、２節手当15万9,000円の増及

び５目総係費の２節手当47万6,000円の増は、台風19号に係る時間外勤務手当と人事院勧告

に伴う期末勤勉手当の増額であります。 

  そのほかには、台風19号の対応のためのレンタル車両賃借料や、人事院勧告に伴う給与関

係費などを増額しております。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（村木 脩君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第73号 令和元年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第３号）を採決しま

す。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○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１４ 議案第７４号 東伊豆町印鑑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14 議案第74号 東伊豆町印鑑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。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第74号 東伊豆町印鑑条例の一部を改正

する条例について、提案理由を申し上げます。 

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律の施行に伴い、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） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（村上則将君） ただいま提案されました議案第74号 東伊豆町印鑑条例の一

部を改正する条例について説明をさせていただきます。 

  令和元年６月14日に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律が公布されました。成年被後見人の権利制限が見直されたことに

より、国の印鑑登録証明事務処理要領が改正され、この要領改正を受け、町条例の一部を改

正するものです。 

  新旧対照表により概要を説明させていただきますので、３枚目の新旧対照表をごらんくだ

さい。 

  登録資格。 

第２条第２項第２号「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めます。また、次

のページ、印鑑登録の抹消、第15条第２号、こちらの「後見開始の審判を受けたとき」を

「意思能力を有しない者となったとき」に改めます。成年後見開始の審判を受けたことで、

自動的に印鑑登録の資格がなくなる、また、抹消されるということが、この改正によりなく

なります。 

  また、この改正に合わせまして、字句の修正を行わせていただきました。 

  附則といたしまして、この条例は令和元年12月14日から施行いたします。 

  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。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 
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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74号 東伊豆町印鑑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１５ 報告第４号 令和元年度教育委員会自己点検・評価報告書（平成３

０年度分）の提出について 

○議長（村木 脩君） 日程第15 報告第４号 令和元年度教育委員会自己点検・評価報告書

（平成30年度分）の提出についてを議題とします。 

  報告書につきましては、事前に配付したとおりであります。 

  これより質疑にはいります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村木 脩君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  以上で報告を終わります。 

 

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

 

◎日程第１６ 常任委員会所管事務調査の報告について 

○議長（村木 脩君） 日程第16 常任委員会所管事務調査の報告についてを議題とします。 

  本件について、総務経済常任委員長の報告を求めます。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 朗読をもちまして、委員会の報告書のほうを提案とさせていただき

ます。 

  令和元年12月11日。 
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  東伊豆町議会議長、村木 脩様。 

  総務経済常任委員会委員長、山田直志。 

  総務経済常任委員会報告書。 

  本委員会に付託された事件について、調査の結果を別紙のとおり、会議規則第77条の規定

により報告します。 

  １ページ、調査事件については、入湯税について。 

  調査の経過につきましては、割愛させていただきます。 

  ２ページのほう、調査結果概要について朗読をいたします。 

  ３．調査の結果または概要。 

  （１）入湯税の徴収について。 

  ア、条例に基づく特別納税義務者数は、平成30年度75事業所、平成29年度74事業所。 

  イ、納入団体は、東伊豆町入湯税取扱規程（以下規程という。）第７条で「申告納入事務

について、特別徴収義務者で構成する申告納入団体等に委託することができる。」とされて

おり、現在の納入団体は４団体である。 

  加入団体。 

北川温泉旅館組合、平成30年度６事業所、平成29年度７事業所。 

  熱川温泉旅館組合、平成30年度17事業所、平成29年度17事業所。 

  片瀬温泉旅館組合、平成30年度４事業所、平成29年度も同じく４事業所。 

  稲取温泉旅館協同組合、平成30年度が17事業所、平成29年度も17事業所でございます。 

  納入団体未加入事業所は、平成30年度が31事業所、平成29年度は29事業所である。未加入

事業所への徴収は、税務課が行っている。 

  特別納入義務者の把握は、保健所に照会し把握をしている。 

  なお、ホテル・旅館が行っている日帰り温泉、熱川温泉観光協会などが行っている日帰り

温泉については申告・納付されていない。 

  ウ．年齢12歳未満の課税免除について。 

  東伊豆町税賦課徴収条例（以下「税条例」という。）142条第１項では、次のとおり規定

されている。 

  （ア）年齢12歳未満の者。 

  （イ）共同浴場または一般公衆浴場に入湯される方。 

  （ウ）その他町長が必要と認めるもの。 
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  12歳未満の者が課税免除とする根拠は、市町村税・実務提要により、入湯税の課税免除ま

たは不均一課税が適当と考えられるものに「年齢12歳未満の者の入湯」と例示されている。 

  伊豆地域では、平成30年度は伊東市が、年齢６歳未満の者を除き年齢12歳未満の者は課税

免除されている。伊豆の国市は13歳未満となっている。 

  エ、課税免除の申請手続について。 

  課税免除の手続については、税条例を根拠として、取扱規程により申請による免除が設け

られている。「（参考資料１）」です。 

  しかしながら、ここ数年を見ても申請実績はなく、現状に合っていないと思われる規程が

存在している。 

  その１つが、申請に際し、学校長や区市町村長の証明書を必要としていることであり、２

つ目は宿泊先施設が10日前までに町長に申請書を提出することを求めていることである。こ

れらは、利用者、宿泊施設にも過度な負担を強いるもので利用しにくい規程となっている。 

  （２）委員会の意見。 

  取扱規程は、昭和45年に制定されている。昭和53年に国において税額を150円としてから

は、その額の変更は行われていない。 

  現在、町では、入湯税の値上げを検討しているが、その際に次の事項もあわせて検討され

ることを要望する。 

  （１）熱川、北川、大川の各観光協会が運営している日帰り温泉は、その機能において税

条例第142条第１項第２号に規定する「共同浴場又は一般公衆用浴場に入湯する者」に該当

すると考えられる。よって、その位置づけを明確にされたい。 

  （２）旅館、ホテルが行っている日帰り温泉については、税条例第141条において「入湯

税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。」とあり、条文に照らすと、旅館、

ホテルの日帰り入浴については、課税することが適切ではないかと判断される。 

  （３）課税免除の申請事務は、利用者にも施設にも負担を強いるものであるから、手続の

簡素化を図るべきである。修学旅行や体験型旅行への需要の高まりを考えると、こうした改

善は早急に検討されるべきである。 

  （４）取扱規程第３条第１項の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び老人福祉法によ

る団体の取り扱いについて、福祉的分野の潜在的な温泉旅行の需要を取り組むべく、対象を

団体に限定せず個人に拡大して、金額による制限も見直すことを検討すべきである。 

  （５）交通料金の割引制度と同様に、障害者・介助者は宿泊施設等で手帳を見せるだけで
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割引できるなどの手続の簡素化が必要である。 

  （６）民泊などさまざまな温泉利用があるので、特別納税義務者の把握には庁内各部署が

連携して取り組んでいただきたい。 

  以上でございます。 

○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。 

  以上で常任委員会所管事務調査の報告についてを終了いたします。 

 

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

 

◎日程第１７ 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17 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議題と

します。 

  議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りしました本会議の

会期日程等の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（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。 

 

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

 

◎発言訂正について 

○議長（村木 脩君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） すみません、一般質問中の私の発言の中で、湯ケ岡公民館を耐震性

がないというふうに発言をいたしましたが、湯ケ岡公民館は昭和60年建設ということで、現

在の耐震基準には適合しているということなものですから、湯ケ岡公民館という言葉のとこ

ろを取り消しのほうをお願いしたいと思います。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎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４回東伊豆町議会定例会を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ４時０３分 


