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議会事務局長 石 井 尚 徳 君 書 記 木 村 昌 樹 君 

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



－10－ 

 

開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） それでは、改めまして、開会のご挨拶を申し上げます。 

  平成26年第３回定例会の開会に当たり、議員の皆様におかれましては、残暑厳しい中、御

出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  今定例会には、平成25年度一般会計決算及び６つの特別会計決算の審査が上程されており

ます。議員各位におかれましては、諸議案とともに十分御審議の上、円滑に議事を進行され

ますよう切にお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

  ただいまの出席議員は11名で議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成26年東伊豆町議会第３回定例会は成立しましたので、開会します。 

  ８番、森田議員より一身上の都合により本定例会を欠席するとの届け出がありましたので、

御報告いたします。 

 

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

 

◎議会運営委員長の報告 

○議長（鈴木 勉君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  13番、定居さん。 

（１３番 定居利子君登壇） 

○１３番（定居利子君） 皆様、おはようございます。 

  議会運営委員会より、平成26年第３回定例会の運営につきまして御報告いたします。 

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

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

また、質問通告者の中で１番、６番議員より掲示板の使用願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、補正予算案が５件、また、財政

の健全化に関する報告、平成25年度一般会計決算認定及び特別会計決算認定がそれぞれ日程

に組み込まれております。さらに、議会からは、所管事務調査が１件、各常任委員会の研修

計画についての御審議も予定されておりますので、よろしくお願いいたします。 
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  なお、財政健全化に関する報告第１号と第２号につきましては一括議題といたします。 

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

ましてはおおむね50万円以上で説明すること、また、会計課長の決算概要の説明につきまし

ては、歳入では、款、項、収入済額、不納欠損額、収入未済額、歳出では、款、項、支出済

額、翌年度繰越額、不用額とする。水道課長の説明につきましては、従前どおりとすること

が協議決定しましたので、当局の皆様もよろしくお願いいたします。 

  平成25年度の決算認定につきましては、２つの特別委員会を設置し、付託案件の御審議を

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

属の委員、特別会計は総務経済常任委員会所属の委員となっております。 

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

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

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

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

分以内で、質問は１問につき２回までとさせていただきます。 

  大綱質疑の通告要旨は、既に皆様に議案とともに配付してございます。受け付けは本日午

後１時より事務局で行いますが、締め切りは９月16日午前11時30分までとさせていただき、

その後、議会運営委員会を開催します。 

  ９月17日の議会は、午後１時から開会し、大綱質疑を行う日程となっております。 

  また、決算審査特別委員会の報告は９月29日とします。 

  閉会中に提出された要望書等につきましては、議会最終日までに担当常任委員会にて審査

をお願いすることになりますので、御承知願います。 

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

  以上の内容を踏まえまして、本定例会の会期につきましては、本日から９月30日までの20

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管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

続調査といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

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

委員会からの報告といたします。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、２番、内山さん、３

番、飯田さんを指名します。 

 

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

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月30日までの20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（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、会期は20日間と決定しました。 

 

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

 

◎日程第３ 諸般の報告 
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○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  議会閉会中に提出されました例月出納検査の結果に関する報告及び平成25年度の各会計の

決算審査意見書については既に送付いたしました。陳情、要望書等の付託につきましては、

お手元に一覧表を配付いたしました。付託案件の審査につきましては、９月29日までに担当

常任委員会にて審査し、報告をお願いすることになりますので、御承知願います。 

  また、議長の出席した会議等の報告については、お手元に資料を配付いたしました。 

  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（鈴木 勉君） 日程第４ 行政報告を行います。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 皆さん、おはようございます。 

  平成26年第３回議会定例会を招集申し上げたところ、議員各位には何かとお忙しい中、御

出席を賜り厚く御礼申し上げます。 

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

町民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  今年の夏は、連日の猛暑の中、お盆前には台風11号が四国を直撃し、四国地方や紀伊半島

が暴風雨に襲われ、また８月19日から20日にかけて広島市が局地的な豪雨に見舞われ、土石

流が集落を襲いました。 

  各地でこれまでに経験したことがないような記録的豪雨により深刻な被害がもたらされて

おります。被災された住民の皆様におかれましては、改めてお見舞いを申し上げる次第であ

ります。 

  このような中、８月31日は静岡県の総合防災訓練が本年度賀茂地域で行われ、当町におき

ましては、例年行われている自主防災会中心の訓練のほか町内の医師、看護師等が参加した

実践的な救護所運営訓練並びに遺体安置所運営訓練を実施しました。各区自主防災会を初め

消防団、医師、歯科医師、看護師、地域住民等、多くの方々の御理解と御協力により、訓練
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メニューに沿って無事終了することができました。改めて御礼申し上げます。 

  東日本大震災から３年を経過し、防災への意識が薄らいでいく中、訓練当日は昨年よりも

303人多い過去最高の4,661人の方々に御参加いただき、防災への対策や備えについて再認識

するよいきっかけになったものと実感しております。 

  さて、最近の経済状況につきまして、政府は、８月26日に発表した月例経済報告会で、景

気は緩やかな回復基調が続いており、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎ

つつあり、先行きについては当面消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により一部に

弱さが残るものの、次第にその影響が薄れ、各種施策の効果が発現する中で、緩やかに回復

していくことが期待されるとしております。大震災からの復興を加速させるとともに、デフ

レからの脱却を確実なものとし、持続的成長の実現に全力で取り組むとの政策の基本的態度

を示しております。 

  このような経済状況の中、大手旅行会社の動向調査によれば、今年の夏休みは企業のベー

スアップや夏のボーナス増額の影響で、国内旅行を中心に総旅行人数や総旅行消費額が過去

最高を更新する見込みとの予測により、大きな期待が寄せられておりましたが、当町の入湯

客の入り込み状況を見ますと、８月分集計は前年に比べ5.6％、人数で3,500人の減となりま

した。さらに、町観光協会の調査によれば、８月１日から19日までの宿泊状況は前年対比で

3.2％、2,563人の減であり、残念ながらトップシーズンを迎えての大きな伸びは期待できな

い結果となりましたが、対象となる施設の廃業、また、脱退等を加味した中では、前年並み

かそれ以上であったかと推測されます。 

  訪日外国人旅行者に目を向けますと、平成26年版観光白書において、平成25年の訪日外国

人旅行者数は1,036万人に達し、前年対比24.0％の増、東日本大震災の影響により大きく落

ち込んだおととしからは66.6％増となり、回復基調にあるとともに順調に伸びていることが

示されております。特にアジア地域からの訪日外国人旅行者は795万人で、全体に占める割

合が76.7％に上り、インバウンドへの対応が重要性を増していることから、本年度、伊豆地

域の首長による台湾へのトップセールスを予定しており、その足がかりをつかんでいきたい

と考えているところでございます。 

  次に、今定例会で御審議いただく各会計における25年度決算概要につきましては、会計管

理者並びに担当課長より上程時に説明いたさせますが、一般会計では、歳入総額55億9,761

万5,000円、歳出総額53億9,047万3,000円となり、歳入歳出差し引き額は２億714万2,000円

でございます。このうち翌年度に繰り越すべき財源が2,788万円あり、これらを差し引いた
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実質収支額は１億7,926万2,000円でございます。さらに、実質収支額のうち地方自治法第

233条の２の規定により１億4,900万円を財政調整基金に積み立て措置いたしております。 

  なお、歳入の根幹をなす町税の25年度決算における収納状況は、現年課税分が94.53％で、

前年度を0.08ポイント上回ったものの、現年課税分と滞納繰越分を合わせた全体の収納率は

81.32％で、前年対比0.04ポイントの減とわずかに下回る結果となり、依然として県内市町

と比較しても大変厳しい状況にあります。 

  また、課税面では、景気は緩やかな回復傾向にあると言われているものの、地方への波及

効果は乏しく、入湯客数は前年対比で5.2％減となり、震災前と比較するといまだ低迷状態

が続く結果となっております。 

  個人住民税につきましても、雇用情勢は緩やかに改善しておりますが、町内の景気は依然

として回復の気配が感じられず、基幹産業である観光業を中心として厳しい状況にあります。

総所得につきましては前年を下回りましたが、下げ幅が縮小しており、今後に期待をするも

のであります。 

  たばこ税につきましては、健康志向や喫煙場所の減少によりたばこ離れが進み、売上本数

は前年対比4.1％減少しましたが、平成25年４月のたばこ税増税に伴う税制改正により、課

税額は前年対比8.2％の増収となったところであります。 

  依然として厳しい状況は続いておりますが、このような状況に対応するため、税務研修会

等への職員の積極的な参加や各小学校での租税教室を通じて、納税思想の高揚を図るととも

に、県職員による短期派遣事業や特別徴収制度の推進及び静岡地方税滞納整理機構の活用等、

引き続き県とも連携を取り組みながら税収の確保に努めてまいります。 

  次に、防災関係ですが、冒頭でも触れました総合防災訓練におきまして、県と連携した遺

体安置所運営訓練、救護所運営訓練のほか、例年実施しております各自主防災会による訓練

を実施いたしました。 

  本年度は、危険地域からの避難訓練、要援護者避難支援訓練、応急手当訓練、ＡＥＤの操

作訓練、情報伝達訓練、安否確認訓練などに加え、自主防災会や避難者が実施しなければな

らない避難所の設置、運営を広域避難所である大川小学校、北川地区の防災センター、熱川

小学校、片瀬地区防災センター、稲取小学校、稲取中学校において各自主防災会を中心に実

施していただきました。避難所運営訓練は継続的に実施していくことが重要であると考えて

おりますので、今回実施していただいた中で出された課題等について、避難所運営がよりよ

いものとなるよう自主防災会と連携、協力していきたいと考えております。 
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  次に、津波監視カメラの設置事業につきましては、７月２日に契約を締結し、年内の完成

を目指し工事を進めているところでございます。また、民間の皆様の協力をいただいた防災

体制づくりといたしまして、伊豆太陽農協様とセレモニーホールへの遺体の安置等にかかわ

る協定を６月23日に締結、また、デイサービスなかじま様と要援護者の受け入れのため、福

祉避難所としての協定を７月24日に締結いたしました。現在、県の行政書士会と、災害時の

被災者支援業務に係る協定の締結に向け、協議を進めているところであります。町としまし

ては、今後も災害に必要な協力支援のための協定の締結を進めていきたいと考えております。 

  ９月１日付で核兵器廃絶に向け世界の自治体が連携した取り組みを強めていくため、平和

の首長会議に加盟をしたところでございます。これを機会に、今後、平和な世界の実現に取

り組んでまいりたいと考えております。 

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

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

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

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

福していただきたいと存じております。 

  次に、今年度で10回目を迎えた夏休み風車見学会を８月２日から16日までの15日間、毎日

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

いました。期間中の参加者は414人で、町外からの参加者が96.1％を占め、観光面での効果

にも寄与できたものと考えております。また、説明には、町の職員だけでなく、育成中のエ

コタウンガイド２名も参加いたしました。 

  なお、開催に先立ちまして、７月27日は風力発電所進入路及び風車周辺の草刈り等を町の

職員がボランティア活動で実施し、来場者の安全対策及び観光地としての景観保全に努めま

した。 

  姉妹都市の長野県岡谷市から、第45回の岡谷太鼓まつりに行政、議会、関係団体の11名が

招待され、岡谷市の姉妹都市であります群馬県富岡市、岡山県玉野市とともに交流事業に参

加し親睦を深めてまいりました。祭り会場は多くの来場者でにぎわい、勇壮な太鼓を堪能さ

せていただきました。 

  また、県の避難所等太陽光発電設備導入推進事業費補助金を活用し、消防署屋上及び図書

館屋上への太陽光発電能力10キロワットと蓄電池の施設を整備する事業を７月25日に入札し、

発注いたしました。この事業で災害時の拠点となる施設に、非常時に活用できる最低限の電
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力を確保することができるようになりました。 

  次に、住民福祉関係ですが、国の施策であります臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例

給付金の申請受付を役場１階会議室を拠点として、熱川地区におきましては各公民館等を利

用して実施してまいりましたが、受け付け期間も残り１カ月を切っておりますので、いま一

度、支給要件をご確認いただき、対象となる方は申請されますようお願いいたします。 

  次に、健康づくり関係ですが、国民健康保険加入者の特定健診を６月21日から７月18日ま

での間の18日間、生活習慣病の早期発見、重症化予防を目的として実施いたしました。受診

者は前年並みとなっておりますが、受診率の向上を図るため、健診の委託機関と協議し、受

診できなかった方々を対象とした追加健診の実施を予定しております。 

  健康増進関係では、稲取ゴルフクラブのコースを利用したウオーキングを７月27日と８月

24日に実施いたしました。多数の問い合わせがあり、抽選により計157名の方に参加いただ

きました。民間施設の御協力のもとに行われた今回のウオーキングは、身近な健康づくりの

推進に新たな方向性を見出すものとして大変好評をいただいている企画であります。今後も

稲取ゴルフクラブと協議を行い、継続していきたいと考えております。 

  今年も11月16日の日曜日には、第14回の健康福祉ふれあい広場を保健福祉センターにおい

て開催する予定となっております。町民の皆様の健康づくりに役立つようさまざまな内容の

ブース等を計画しておりますので、町民の皆様の御来場をお待ちしております。 

  介護保険関係では、１次予防、２次予防の各介護予防教室が４月から８教室が開催されて

おり、延べ1,725名の方が参加され、介護予防に努めていただきました。また、本年度は高

齢者の保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定年度となっております。この計画により、

当町における平成27年度から３カ年の介護保険の施策の展開を図ってまいります。 

  次に、建設関係ですが、去る７月16日に稲取温泉場内の町道藤三払１号線石積みより落石

があり、温泉場内ということもあり、車両や歩行者の安全確保のため早急に対応する必要が

生じたことから、補正予算第２号を専決処分させていただいたところであります。 

  現在、継続事業として実施しております町道湯ノ沢草崎線大川地内ののり面対策事業は、

全延長229メートルのうち75.8メートルが完了済み、本年度は10.5メートルを発注済みで、

今後も計画的に実施し、車両及び歩行者への安全対策に努めてまいります。 

  次に、農林水産関係ですが、県営の中山間地域総合整備事業、奈良本農道１号については、

全地権者と用地買収、物件補償の契約を締結していただきました。また、片瀬集落道につい

ては95％の方々と契約を締結していただきました。市民農園の整備事業につきましては、引
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き続き造成工事の一部と管理棟の工事を発注していただいております。あわせて平成28年度

開設に向けた取り組みも、市民農園推進協議会の中で協議を続けております。 

  林業関係では、優良景観樹木保全事業の松くい虫の防除事業を実施し、町内の９ヘクター

ルの松について、薬剤の地上散布を３回行いました。また、静岡県に要望をしておりました

広域の治山事業の大川地区、片瀬地区それぞれに国の事業が採択され、山どめのダムが１基

ずつ発注されております。 

  次に、観光関係ですが、熱川温泉では７月22日に夏本番を告げる恒例イベント、第48回熱

川海上花火大会が開催され、出店が連なる海岸通りには、打ち上げ花火と海上ナイヤガラの

見物のためにおよそ１万人の観光客や地域住民でにぎわいを見せていました。さらに、当日

の宿泊客数も前年と同じ1,900人とほぼ満室の状況でした。また、昨年の10月に土砂災害で

甚大な被害を受けた東京都大島町から、今年も川島町長を初めミス大島にお越しをいただき、

花火の点火セレモニーに参加され、祭りを盛り上げてくださるなど、観光イベントを通じて

両町の友好のきずなをより深めることができたものと考えております。 

  なお、これまで熱川温泉に訪れた観光客の皆様から寄せられた義捐金12万8,599円が石島

観光協会長から川島町長に手渡され、川島町長は支援への感謝の言葉とともに、復興への力

強い決意を述べられました。 

  ８月２日から11日までの10日間にわたり65万人を超える来場者でにぎわう京都の夏の風物

詩「京の七夕」に当町の「雛のつるし飾り」を３年連続で出展いたしました。世界遺産の二

条城前から堀川の遊歩道に沿って全長約１キロメートルに及ぶ幻想的な光の演出が施された

会場に、雛のつるし飾りの専用ブースを設置し、つるし飾り発祥の地である稲取温泉の紹介

とともに、当町誘客へのＰＲ活動を展開いたしました。子供たちの健やかな成長を願うつる

し飾りは、伝統織物のまち京都では、女性客の関心を集め、記念写真を撮ったり、それぞれ

の人形の由来についての説明に熱心に耳を傾ける姿が多く見られました。京都の静岡県人会

の皆様には、当イベントへの参加に当たり、多大なる御支援と御協力を賜り深く感謝申し上

げるとともに、今後も引き続き関西地域への誘客宣伝の強化を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

  夏のイベントにつきましては、台風等の大きな影響もなく天候に恵まれたことから、全て

が無事に終了いたしました。しかしながら、町内各温泉場の宿泊客数は、大きな伸びを期待

していたものの依然として低調に推移し、また、秋以降の予約状況も先行きが全く不透明な

状況にあります。加えて４月から６月期の国内のＧＤＰは6.8％の大幅な減少で、特に個人
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消費は最大の落ち込み幅となり、今後も観光地間の競争が激化する中、さらに厳しい状況も

想定されるところであります。 

  そのような中で、このたびの圏央道開通を大きなチャンスと捉え、集客力の強化を図るた

めの河津町との合同による埼玉方面への観光キャンペーン及び産業団体連絡会による県外キ

ャラバンや昨年に引き続いての誘客キャンペーン事業、さらに秋の行楽シーズンに向けて、

稲取細野高原すすきイベントなどの実施により、町を挙げ誘客事業の推進に全力で取り組ん

でまいりたいと考えております。 

  次に、観光基盤整備関係では、６月定例会において議決をいただいた設計業務委託料によ

り、稲取高原のクロスカントリーコース内に住民や観光客の新しい憩いの広場を整備し、水

遊びが楽しめる親水コーナー、あずまや、健康遊具、子供遊具等の設置に向けて、今定例会

に工事請負費を補正措置させていただきましたので、よろしく御審議をお願いいたします。 

  次に、消防関係ですが、７月３日、女性消防団員が町内幼稚園及び保育園の園児を対象と

した花火教室を開催いたしました。子供たちの花火遊びが増えてくる時期を控え、事故を防

ぎ、楽しく安全に遊べるよう、正しい花火の遊び方を指導いたしました。 

  ８月13日、消防署では、稲取中学校が職業の体験から、働くことについての大切さを理解

することを目的として行われた夏休みの職業体験において、２年生の女子生徒１名の実習を

行いました。参加した生徒は、消防という職業の体験から、望ましい職業観を育み、みずか

らの進路選択等に必要となる能力や態度の習得に努めたところであります。 

  ８月31日、静岡県総合防災訓練が行われるに当たり、消防署では、大規模地震災害による

多数傷病者の発生を想定した応急救護訓練を行い、活動隊の行動要領及び各関係機関との連

携要領の確認により、発災時の迅速かつ的確な活動体制の強化を図りました。また、消防団

では、同時多発的な火災の発生を想定した消防訓練を白田地内において行い、火災防御技術

の向上により、各地区における消防力の向上に努めました。 

  今後におきましても、災害対応を確実なものとするため、平常時における機械器具等の点

検・整備や、火災や地震災害等を想定した訓練に努め、災害発生時にはみずからの安全確保

を第一として地域の安全・安心の確保に努めていただくことをお願いするものであります。 

  次に、教育関係ですが、まず学校教育では、長野県岡谷市との姉妹都市児童交流事業が８

月７日、８日と２日間にわたり実施されました。東伊豆町からは、大川小、熱川小、稲取小

の５年生68名が参加し、アイススケート、シルクの博物館見学など、岡谷市児童とともに体

験し、交流を深め、有意義なひとときを過ごしました。 
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  中体連の賀茂地区大会が７月５日、６日に行われ、稲取中学校で１団体１種目、熱川中学

校で１団体１種目、個人２人１種目が県大会にそれぞれ出場する活躍を見せました。さらに

稲取中学校では、水泳の女子１名、陸上の女子１名、熱川中学校では柔道女子１名、陸上男

子１名が県大会に出場いたしました。 

  第３回の図書館フェスティバルは、７月28日、８月１日、２日の３日間、図書館２階を会

場とし、ボランティアの方々の御協力を得て開催いたしました。創作体験、ワークショップ、

おはなし会、写真展、世界の絵本展などを催し、幼児からお年寄りまで800余名の町民の

方々に御来館いただきました。 

  次に、水道事業関係ですが、25年度の事業収益は、給水人口の減少や観光宿泊客数の落ち

込みにより、使用水量が大幅に減少したことから、大きな損失が生じてしまいました。また、

本年度の水道料２期分までの給水収益を前年同期と比較いたしますと、1.7％の増となり若

干増えてはおりますが、大幅に減少した昨年との比較であり、回復には至っておりません。 

  使用水量は年々減少しており、料金の収入も減収の一途をたどっている状況であります。

経常経費の縮減、また、未収金の収納強化を図りながら事業運営に努めておりますが、コス

ト削減も限界に来ており、損失もさらに拡大することが予想されることから、現金収支も今

以上に悪化していくものと思われます。安全な水道水を安定的に供給するためには、経営基

盤の強化が必要不可欠であり、料金改定は避けられない状況となっております。今後、料金

審議会を開催し、料金改定を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。 

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

と思われますので、町民並びに議員各位におかれましては健康に十分留意され、御活躍され

ますよう御祈念いたしまして、行政諸般の報告とさせていただきます。 

 

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

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 一般質問を行います。 

  なお、持ち時間は質問、答弁を含め90分以内で、質問回数は１問につき３回までとなって

おりますので、御協力をください。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 飯 田 桂 司 君 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さんの第１問、町長の政治姿勢についてを許します。 

  ３番、飯田さん。 

（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  今年の夏の暑さ、大変暑くて身にこたえたわけですけれども、そんな中、広島県で発生を

した土石流災害、多くの方が亡くなられ、被災をしたということに対して、冒頭お見舞いを

申し上げたいなと思います。 

  さて、今回１問を通告してあります。一答にてお願いをします。 

  町長の政治姿勢についてを伺います。 

  26年度一般会計予算47億8,600万円でスタートした状況下、現状と今後についてを伺いま

す。 

  １点目、観光、防災、産業振興を重点施策と掲げた現状についてを伺います。 

  ２点目、26年度普通交付税の対応について。 

  ３点目、ふるさと納税の対応について。 

  ４点目、少子化対策において、町独自の具体的施策はあるのか。 

  以上４点についてを伺います。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 飯田議員の第１問、町長の政治姿勢については４点からの質問となっ

ておりますので、順次お答えいたします。 

  １点目の観光、防災、産業振興を重点施策と掲げた現状についてですが、初めに観光につ

いて申し上げますと、３月定例会の施政方針でも述べたとおり、町の観光振興計画に基づき、

観光協会を初め商工会や農協、漁協など、さまざまな組織、団体等との連携、協働により、

当町固有の観光資源を有効活用し、基幹産業の振興発展に努めてまいりたいと考えておりま

す。現在可能なものから具現化に向けて取り組んでおります。さらに、今定例会の補正予算

に計上させていただいた観光振興の事業委託料により、シンクタンク及びコンサルティング
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等の外部人材の専門的知識を取り入れ、地元の住民中心に観光推進プロジェクト等の組織を

立ち上げまして、まちづくりの視点で取り組んでまいりたいと考えております。 

  現状の取り組みについて申し上げますと、細野高原につきましては、今年度は春の山菜狩

りのイベント期間中の土日祝日には無料のシャトルバスを運行し、来場者の受け入れ態勢な

どの充実を図ったところ、前年対比で46％の大幅な増加となりました。さらに秋のすすきイ

ベントには、国の認可を受けて会場まで路線バスが運行されることとなり、今後も四季を通

じたにぎわいの創出に取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、国を挙げて取り組んでいるインバウンドにつきましては、当町におきましても平成

25年度の外国人観光宿泊者数が前年より2,540人、50.4％の大幅増となっております。今年

度も引き続き団体客やファムトリップ等が大幅に増えていることから、今後の地方創生の鍵

になる重要な成長市場として捉え、官民一体となって受け入れ態勢の強化を図ってまいりた

いと考えております。 

  さらに、観光基盤の整備につきましては、今年度は国の交付金を活用いたしまして、稲取

高原の再編整備事業の一環で、クロスカントリーコース内に親水広場を整備し、他の施設と

の相乗効果により、家族連れの誘客を目指してまいります。 

  なお、長年の懸案事項となっておりました町の観光協会の法人化につきましては、事務手

続がほぼ完了し、平成27年４月１日から一般社団法人への移行をされる見込みとの報告をい

ただいております。 

  次に、防災関係でありますが、23年の東日本大震災を教訓とした津波、地震対策に加え、

本年も各地で発生している風水害、土砂災害などの自然災害に対し、ソフト面では、計画の

策定、危険地域の周知や各種防災講座、研修、訓練を実施し、防災体制の整備、住民への啓

蒙に努めております。ハード面におきましては、国の補助制度を活用した防災センターなど

の地域防災拠点整備、津波監視カメラの設置などの事業を実施し、住民が安心して暮らせる

まちづくりを進めているところであります。 

  次に、産業の振興政策につきましては、町として各種団体の活動に対しまして、引き続き

側面から支援をしてまいりたいと考えております。また、県営の事業を積極的に活用し、基

盤整備を進めております。 

  次に、２点目の26年度の普通交付税の対応についてですが、普通交付税とは全ての地方公

共団体が一定の行政サービスを提供できるよう、国が徴収した国税５税の一定割合を合理的

な基準により再配分するものであります。 
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  当初予算編成におきましては、法改正を初め各費目について推計いたしますが、本年度改

正された消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の増額につきましては、普通交付税の

算定上、基準財政収入額に全額算入されることから、大きな減額要因となりました。一方、

増額要因といたしましては、町税の減収や高齢者保健福祉費、また公債費の増加などを見込

んだところであります。 

  このような試算をした結果、交付額に大幅な増減はないものと判断いたしましたが、県か

らも予算割れすることのない計上を求められたことなどから、前年度当初予算並みの８億円

としたところであります。本算定の結果、７月に交付決定となりましたので、本定例会にお

いて増額補正を計上しております。よろしく御理解をお願いいたします。 

  次に、３点目のふるさと納税の勧奨についてですが、ふるさと納税の勧奨につきましては、

２年前より固定資産税の納税通知書にふるさと納税についての案内を同封いたしております。

このことにより、従前に比べ寄付をしていただく方が増加しております。寄付をいただいた

方には、礼状と寄付をいただいたときの「広報ひがしいず」をお送りしておりますが、最近

では自治体が寄付のお礼として地元の特産品などを贈る動きが盛んとなっていることや、国

も27年度から所得税と個人住民税から控除できる控除額の上限を２倍に引き上げ、制度の拡

充を図る方針となったことから、当町におきましても、ふるさと納税に対する特典等の検討

を開始いたしました。今後注意深くその方向性について考えていきたいと思いますので、御

理解をお願いいたします。 

  次に、４点目の少子化対策において、町独自の具体的施策はあるのかについてですが、少

子化対策は、全国の市町村で喫緊の重要課題としてさまざまな施策が行われております。当

町でもこども未来支援事業や出産祝い金制度、子育て支援といたしまして保育ママ、放課後

児童クラブ、給食費の一部補助、乳幼児医療費の無償化、中学３年生までの医療費補助など

を実施しており、また、若い母親が気軽に立ち寄れる支援センターの設置も考えております。 

  町独自の具体的な少子化対策はという御質問ですが、財政上の制約もあり、現行の少子化

対策事業をきめ細かく継続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。 

  なお、本年度、職員の提案によります妊娠から出産、子育てまでの全ての情報が網羅され

た家族手帳事業が地域少子化対策強化交付金事業として採択されましたので、今回の補正予

算措置をさせていただきました。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 
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（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） 今、観光、防災、産業、それから交付税等含めて御答弁をいただいた

わけですけれども、やはり大変お金のかかることが多いなということで危惧しているわけで

すけれども。町長、２期８年ということで町政を運営してきたわけですけれども、３期目に

入り、本当の意味での経営評価がされるなど、大変期待をしておるところですけれども、冒

頭お話をした広島、そして昨年の大島町、地震、雷、火事、おやじではないですけれども、

毎年のように起こる自然災害、どこの町に起きてもおかしくないなと考えるわけですけれど

も、以前、昭和50年代、災害町長などと言われたとき、大変道路整備等に御苦労があったの

ではないかなと考えます。 

  まず、観光について伺うわけですけれども、伊豆は１つなどと掲げて、伊豆半島市町会議

が開催をされ、報道されているわけですけれども、伊豆半島グランドデザイン推進というこ

とで立ち上げ、観光部会、それから先般も会議したわけですけれども、道路部会、もう何年

越しにこういろいろとやってきているわけですけれども、特にこの観光部会、伊豆観光推進

協議会、中伊豆・西伊豆観光連盟、中伊豆・西伊豆観光宣伝協議会、伊豆東海岸観光モデル

地区整備推進協議会などという、町長は御存じであろうかと思いますけれども、こういう組

織がある中で、見直しをするということで進められているようですけれども、私思うにです

ね、前にも話をしたように、国、あるいは県に、観光庁や観光局ができたわけですけれども、

なかなかそれがうまく利用されていない。 

  一例として、先般新聞報道があったわけですけれども、県議会で提案をされた観光振興条

例ということが持ち上がって、秋の県議会で通るか通らないかわかりませんけれども、観光

振興条例ということであるけれども、県民の意識を調べたわけですよね、聞いたわけですけ

れども、７月23日から８月17日までパブリックコメントということで、県民調査をしたとこ

ろ、何も上がってこないと、意識として何も各町、市がそういう意識がないということであ

るわけですけれども、その条例の資料がここにあるわけですけれども、中を見るとすばらし

いなと、これは観光局等を中心に、議会を中心にこれから立ち上げていくと思いますけれど

も、やはり先ほど話をした観光のいろいろな協議会がある中で、１つになれないというのは

なぜかなと。 

  私も一単協へと席を置かせていただいて、この統合問題についても提案をさせていただい

ております。何とかここの町も、１つになれなくても２つ、あるいは３つにして、最終的に

は１つにしておく、そういう協会にしていかないと、だめだと思うんですよ。 
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  これは長年そういうことで、担当課、あるいは町長含めて観光協会含めて、いろんなこと

が出ておるかと思いますけれども、毎年出される観光交流客数、先般も課長から説明があり、

この夏の状況等の数字、あるいは入り込み状況等も説明があったわけですけれども、やはり

こう数字を並べてみて、反省は、やはり台風、あるいは雨、いろいろな条件があって反省を

するわけですけれども、それにまさるものがないわけですよ。協会としてそれに立ち打つも

のがないわけです。 

  やはりそういうことも含めて、これから検討していく、協会としても進めていく中で、た

だ自分の店だけよければいい、自分の市だけ、町だけよければいいということではなくて、

１つになれる、伊豆半島１つでなくても、伊豆東海岸が１つになっていくようなこの協議会

をぜひね、１つでいいですよ、幾つも要らないです、協議会なんていうのは。そういうこと

でぜひ、もしそういうことが進んでいくなら、ぜひお願いをしたいなと思います。 

  次に、防災についてちょっと伺いますけれども、毎回定例会、同僚議員あたりが防災関係

についてお話をしていくわけですけれども、今年も８月31日、防災訓練が実施され、先ほど

町長が4,661人参加をしたよとお話もありました。私も大川地区防災訓練に参加をし、202名

の参加があった。そういう中で、大川地区防災会はこの自治会を含めて、総理大臣の表彰を

受けます。これは新聞に、皆さん方御存じかと思います。これは昨日や今日の防災訓練じゃ

ないです。ずっともう毎年のように炊き出し、おみそ汁、御飯、おにぎりをつくって、自治

会の人たちが一生懸命やっていただく。それに対しての評価で表彰されるのではないかなと

思います。認識を新たにしているわけですけれども。 

  この防災訓練、大正12年に発生した関東大震災をもとに、９月１日を防災訓練として行わ

れてきたわけですけれども、９月１日は地震から210日と。大変この台風の多い時期、日に

ちだなということで、そういう話があろうかと思いますけれども、やはりそこで思うに、こ

の防災訓練、すぐには出ないと思いますけれども、担当課、あるいは各区の組長さん、区長

さん方にも反省があろうかと思いますよ、反省が。いろいろな意見、集約をされていると思

いますけれどもね、ぜひこういうことをやはりしっかりと受けとめて、防災訓練の内容、た

だ参加をする、そして出ている人は区の役員、あるいは自治会の応援をする人たちだけで防

災訓練をするのではなく、小学校の生徒、中学校の生徒が出るだけではなくて、やはり意識

として、町民が参加をする意識を持つような防災訓練をしていっていただきたいと思います。 

  そこでもう１点、12月にもちょっと町長に伺ったわけですけれども、台風、今日も朝、北

海道の避難の指示が出ていたようですけれども、毎年あるわけですけれども、避難勧告、避
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難指示ですね。判断を首長、町長として迫られるわけですよ。そんな中で、昨年出した町の

避難指示のあり方についてということで、我が町が専門家がいない市町が決断を迫られるの

は負担であるということを報道の中でも出ている中で、町長、話をしているわけですけれど

も、決めているわけですけれども、内閣府は11月に各自治体の避難勧告、避難指示の基準に

ついて調査をすると、この11月にね。どういう避難指示をしたらいいのかなと、いろんなこ

とで調査があるかと思いますけれども、そんな中で、昨年も聞きましたけれどもね、再度こ

の町長として、気象庁も含め、県も含めて避難指示のあり方、どういう方向でいくのかなと

決断をするかと思います。大変勇気が要ると思いますよ。そういうこともちょっともう一度、

再度伺いたいなと思います。 

  次に、産業振興についてちょっと伺ってみたいなと思いますけれども。 

  産業振興、先般も賀茂の事務所のほうへとちょっと伺って、いろいろお話を聞いてきたわ

けですけれども、やはり１次、２次、３次産業の中で15歳以上の就業者が大変激減しておる

と。大変な状況下になっておるよと、そういうお話を聞いたわけですけれども、一般、日々

聞かれる話で、代々受け継がれた職を教えないし、継ごうとしない、かわいそうだとかそん

なことを言ったって、議員、飯田さん、無理だよ、現状を考えてくれよと、無理だよと。そ

ういう話を聞かれるわけですけれども、そういうことの中で、毎年、年が明けますと、産団

連の懇親等があるわけですけれども、ただこれは懇親だけで終わってしまうわけです。何も

こう、本当に顔合わせはいいですけれども、ぜひ、この商品検討もいいですけれども、商工

会等も含めた中で、何かこう位置づけ、こういうまちづくりをしようよということの集まり

をぜひ立ち上げてもらいたいなと。これは耕作放棄地等も含め、空き店舗等も含めて、やは

りそこに若者が来て、農業する、お店を開く、そういうまちづくりを何とか立ち上げる、ま

ちづくりをお願いができたらなと思います。 

  ちょっと長くなりましたけれども、もう少し聞きたいですけれども、26年度の普通交付税

についてをちょっとまた１つ伺ってみたいと思います。 

  この交付税ということで、私もわからないながらちょっと勉強をさせていただきました。

毎年何もない、災害がない、そういうときとは別に年４回の交付税が交付されて、先ほど町

長が言ったように、交付税が来たよと。年間８億ぐらいの交付税が配付をされ、決算では８

億何がしの数字が上がっているわけですけれども、それはそれとして理解をする中で、どう

もこの交付税の中身として、国はそれにくっつけてくる、収入財源、自主財源を指数を出し

て、各自治体に財源格差をなくすということでやってきているわけですけれども、どうもい
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まいちこの普通交付税のあり方について、ただ単に来てそれを使う、国の補助金ですから、

そんなことを言ったって無理だよと、来たものを使うしかないよと思うわけですけれども。

私個人としては、何かちょっとおかしな形の交付税になってきておるなと考えます。 

  次に、ふるさと納税について伺います。 

  全国各地、ふるさと納税について話題になり、テレビ報道等がされ、関心が高まってきて

おるわけですけれども、日々、税務課、担当職員ですね、いろいろな出張等を含めて、納税

をしていただくための効率アップに努力されていることに対して大変感謝を申し上げたいな

と思います。 

  ふるさと納税について、ちょっと調べてみますと、2009年に2,000円以上については個人

住民税、所得税が控除され、控除額が個人住民税の１割が限度として課税されるよというこ

とですけれども、毎年補正、決算にて、先般もありましたけれども、説明を受けてきて、町

としてふるさと納税の説明があるわけですけれども、どうもこういまいちアピールが今まで

足らなかったのかなと、町長も話をして、２倍のあれになるよということで話があったわけ

ですけれどもね。これもぜひ納税に対しての意識、いろんな方面で周知をしてアピールして

いただくこと。それからもう一つ、寄付ということについて、先般、チャンジーバンドとい

うバンドが、毎年この１階の下でチャリティーをやり寄付をするわけですけれども、毎回私

もお邪魔をして、いいなと、元気だなということでお話があるわけですが、その中で出る言

葉が、飯田さん、チャリティー募金をするんだけれども、会場費がかかって大変だよと。チ

ャリティー金から差し引くわけにいかないし、何とかならないかよと、この町は、役場はと。

そういう話があるわけです。これも頭の中にひとつ、町長、１つ入れていただきたいなと。 

  もう一つ、最後にちょっと質問の中で聞きたいなと思うのは、少子化対策ですけれども、

いろいろ町民の声の中でお話を聞くわけですけれども、やはりまちづくりとして、今後この

少子化、人口対策も含めて少子化対策はしっかりとやっていかなければならないなと思う中

で、私１つちょっと提案したいのは、毎年この会場を使い、青少年主張発表、あるいは成人

式等が行われる中で、ただ聞いて頭の中に入っている、あるいは書類として持っているとは

別に、どうも聞き流してしまう、子供たちが小学校、中学校、高校生、そして成人をした方

がこの会場でお話をする。いいなと、すばらしい考えを持っているなと。ですけれども、や

はり子供たちとして、教育長もちゃんと聞いてくださいよ。やはりね、子供たちとしてここ

に住みたい、中には、この町にはもう住まないよと、住みたくないよということを本当の意

味で考えておるのかなと、そういうことを含めて、どうですか、このアンケートを。簡単で
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すよ。成人した人たちに手渡しで、主張発表の生徒も含めて高校生、中学生の卒業生あたり

にアンケートを出してみたら。すばらしいいろんな意見が出てくると思います。どうしてこ

の町に住みたくないのか。そういう言葉はちょっと悪いですけれども。住みたいのか住みた

くないのか。こういう子供たちをここに住んでもらう。そして出た子供が、高校、大学を卒

業した子供がここへ帰ってきてもらう、そういう人口対策も含めて、少子化対策を含めてま

ちづくりをしていく考えはないかなということで、ちょっと長くなりましたけれども、御答

弁をよろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 質問が多岐にわたる、答弁漏れがありましたならば、言っていただけ

ればまた再度答弁していきたいと思います。 

  まず最初の１点目の観光、防災、産業振興、重点施策の現状、その中で飯田議員が言って

いるように、今７市６町の首長会議で、この伊豆半島のグランドデザインをやっております。

その中で、今回こっちからちょっと提案して、事務局が今回それに対するある程度の回答を

持ってきたと。まず飯田議員が言ったように、道路部会と観光部会、この２点につきまして、

何とか多いもんで、合致できないか。こういうことを一応、首長のほうから事務局のほうに

検討しなさいということでやった中で、先般ある程度結論という言い方、まず道路部会にお

きましては、まず各町の実情があるもんで、これを１本に統一化するのは結構厳しいじゃな

いかという中で、道路部会、道路の協議会に対しましては、とりあえず統合しない、そうい

う方向性で当面いきましょうということでありました。 

  また、観光部会におきましては、また飯田議員、結構多いもんで、これは何とか一本化し

ようじゃないかという中で、二、三年かけてとりあえず一本化しましょう、今そういう方向

性になっておりますもので、それはまた御理解願いたいと。ある程度また観光部会のほうの

結論が出ましたら、当面議会のほうには言って、今そういう状況でございますもんで、御理

解願いたい。 

  また、我が町におきましても、これは長年の懸案事項で、６温泉郷がある中で、各温泉郷

に各観光協会があるということはいかがなものかということは、もう再三再四前から言われ

ています。これは大変厳しいですが、今、飯田議員が言ったように、自分のほうから段階的

に、まず、城東地区、熱川地区があります。熱川地区を２つぐらいにまとめて、最終的には

熱川１本、そして稲取１本、そして将来的にはもうこの東伊豆町１本、そういう考えで進め

ていきたいと今そう考えておりますもので、理解願いたいと思います。 
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  さらに、町の観光の振興条例、これ一応、県会議員の先生方が町長会の会合のときに説明

に来ました。その中で、パブリックコメントを行いますという中で、やっぱり県会議員の県

のホームページ、なかなかこれ見ることもできませんもんで、やっぱりその辺は各課が連携

した中で、今度こういうことは町のホームページに、こういうことがありますんでパブリッ

クコメントを行ってくださいと、それはやるべきじゃないかと。単に、飯田議員が言ったよ

うに、県のホームページ、一般の人はなかなか県のホームページを見ませんもんで。そうい

う中でパブリックコメントがなかったのではないかと考えておりますもので、その辺はまた

いい方法でやっていただければ、町も協力できるものは協力していきたい、そういう考えで

ございます。 

  次に防災関係、これはまず大川地区、本当に自主防、今回内閣総理大臣、もらいました。

本当、これは心より敬意を表したいと思います。その長年の実績が報われたんだと、本当に

おめでとうございます。この場をかりて言わせていただきたいと。 

  その中で、いつも時間のある限り区長会には出させていただいております。そういう中で、

各担当者も来まして、そのときの、例えば今回８月31日にやったときも反省とか何かと、そ

ういうことはいろいろ聞いておる中で、できるだけ区長さんといい方向で自主防災の会議、

訓練とか、それを行いたいと考えております。 

  そういう中で１点、小学校とか幼稚園の児童が来ても困るようなことも言われております

が、町としてはそういう方も参加してほしいと。いろんなことをその中でやっております。

その辺を…… 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 内容的なことは、担当のほうから説明いたさせます。 

  それと避難勧告、これにつきましては本当、国県のアンケート、町に対するアンケートは、

やっぱり専門家が欲しいというのは事実ですから、これは町の要望としてそういうことを出

しました。しかしながら11月の、先般言ったように、大川の残念だけれども、災害が起きた

ときに、町は一応区長さんたちを集めまして、まず空振りを恐れないで、町としては避難勧

告、避難指示は出しますよと言って、とりあえず理解、自主防災の会長はそう言っておりま

す。さらに今回の区長会におきまして、広島の不幸なことがありましたもので、ここに関し

ましても、大島と同様、町は空振りを恐れずに避難に対しましては出しますもので、よろし

くお願いいたします。そういうことだと。 

  本当これ、大変決断は難しいと思いますけれども、これはやっぱり自分である程度決断し
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なくてはならないので。自分は本当に空振りを恐れないで、その避難に対しては立ち向かっ

ていきたい、そういう気持ちでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  次が産業との連携、これは本当、飯田議員が大変いいことを言っていただきました。町と

いたしましても、そういう全ての方が集まった中でまちづくりをしていく。それは大変いい

ことでございますもんで、これは検討した中でまずやっていきたい、そういう考えでござい

ます。 

  次、交付税。これは本当に私、飯田議員と全く同じ、ちょっとおかしいんじゃないかと。

といいますのは、やっぱり税とかそういうものを集めて、頑張ったところには交付税が少な

いんですよね。交付税は、やっぱり税の少ないところにまた交付税が負担させるという中で、

そういう矛盾は感じますけれども、これは国の施策、あれですから、これはちょっと町とし

て言っても、ちょっと無理じゃないか。ただその矛盾は自分も感じております。それは飯田

議員と一緒でございます。 

  チャリティーバンド、これは本当、私もう一度確認させてください。自分でも当然チャリ

ティーですから、もう会場費は当然減免だと考えております。しかし、私、減免、とりあえ

ずそこの電気代、エアコン代、そういうものはとりあえずもらいなさいということは指示し

ておりますけれども、一応会場のほうは減免するような形でやっている、それは確認した中

で、もしそうであれば、これからのチャリティーに対しましては会場費は減免でいきたい、

そういう考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  あとは、青少年に対するアンケート、これは大変いいことではないかと、ちょっとこれは

検討させてください。そんなことで、私、行ってすごいびっくりはしたです。以前、稲小の

ことが何かのまちづくりで表敬訪問に来たときに、その学生たちが、もう将来この町に、全

員が住みたくないと言ったらしいですよ。果たして何かなと考えて、小さい子供だから、単

純に遊ぶところがないとかそういうことじゃないかと思いますけれども、そのとき、私、愕

然といたしました。本当に小さい子供たちが、将来的にはこの町には住みたいと思う人が誰

もいなかったと先生が言っていて、それは大変びっくりした中で、やっぱりそういう子供た

ちが住みたい、またそういう町、これが１つアンケートと飯田議員が提案したので、これは

ちょっと検討させていただいて、これはとれるかどうかまた言っていきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ３番、飯田さん。 
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（３番 飯田桂司君登壇） 

○３番（飯田桂司君） いろいろ今、お話をいただく中で、大変一番思うのは、防災を含めて、

もう人口減少をどうするのかと。これはうちの町だけ、伊豆半島だけじゃないと思うんです。

全国各地がですね、やはり人口減少を含めた中で少子化対策を何とか引きとめようと、そう

いうことを掲げておるのが現状、間違いないなと思うわけですけれども。 

  防災訓練について、今お話がありまして、ちょっと今回の防災訓練に参加をする中で、ち

ょっと聞いてみような、防災担当、今日いるもんで、聞いてみたいなと思ったのは、今回の

防災訓練でデジタル無線の関係で、その使用状況。各地区いろいろな、難聴なところもあれ

ばいろんなところがあったかと思いますけれども、各地区まだそれは上がってきていないの

かな。そういうことで、このデジタル無線の使用状況、うまく、全体間違いないよと、万全

に対応できたよということであれば問題ないですけれども、もしその使用状況がわかりまし

たら、ちょっと担当から教えていただきたいなと。 

  それからもう１点、防災のほうですけれども、先般の広島県の災害があった以降、町内を

ちょっと巡回、巡視をさせていただきました。なぜ巡視をしたかといいますと、やはりこの

土石流を含めた中で、地震等もありますけれども、町内に砂防指定地、あるいは土石流危険

箇所と、こういう含めた中で、これは県知事の指定になっているようですね。それから、崖

崩れ箇所、下田土木、東伊豆町と書いた看板が立っているわけですけれども、中には58年３

月という表示もありました。これ私も平成８年に区の役員をしておったもんですから、その

看板等については確認をしておるわけですけれども。この看板等を含めた中で、自主防災会

では役員会等を含めた中で、この土石流等の話も出て、ここ危ないよと、土石流の看板、こ

こに立っておるよということが周知をされ、町民、住民に行き届いて、聞いておるのかな、

周知がされておるのかなということを聞くわけですけれども、これはなかなか全町民に知っ

ていただくのはなかなか無理だと思いますけれども。今後こういうものについての、やはり

避難場所等も含めた中で、こういう土石流、砂防、それからがけ崩れ等について、区長さん、

あるいは防災会を通して周知をしていただく。これが、やはり私、今回回ってみて思いまし

た。ああ、これな、やはりそこに住んでみないとなかなかわからないわけですけれども、ひ

とつ、ぜひこれを検討していただきたいなと私は考えます。 

  次に、ふるさと納税についてもう一度、再度伺うわけですけれども、先ほどから町長がお

話をしている中で、各地域、インターネット等、パソコンを開きますと、いろいろな地場産

品等があり、納税勧奨がされているわけですけれども、我が町も１次産業、農業、漁業、ま
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た３次産業でも、商店等商業を含めて、新しい新商品等が開発をされ、いいものがたくさん

あるわけです。そんな中で、年間、農業については鉢物や野菜等が出され、大変すばらしい

なと思うわけですけれども、鮮魚等についてはなかなか量的なものが難しい時期もある、そ

ういうことも含めて、ぜひこの２倍になったよという、今税金の免税のなったよということ

である中で、ぜひこのふるさと納税の関係をちょっともう一度アピールを含めてお願いした

いなと思います。 

  これは、ただ納税意識、税金の収納に対しての税額に対しては大した額じゃ、失礼な話で

すけれども、ないと思いますけれどもね。やはり目的は、この地域、静岡県を含めて東伊豆

町の宣伝をしていただくということが一番の効果のもとではないかなと思います。そういう

ことも含めてぜひお願いしたいなと思います。 

  次にもう１点、少子化についてですが、人口減少とも並行して、毎日のように新聞報道、

テレビ、また各市町の定例会にて取り上げられているわけですけれども、８月１日、日にち

はちょっと確認できませんけれども、子育て世帯臨時特別給付金の申請状況、これは各地区

必ず申請をされて、もう広報等で流れておると思いますけれども、子育て世帯臨時特別給付

金の申請状況の対象世帯。世帯の何％が申請を済ませて、申請期限は、先ほど言ったからわ

かりますけれども、いつになっておるのかなということ。担当はわかるかな。 

  以上、お聞きしたわけですけれども、後でも、もし数字がわからなければ後でも結構です

けれども、わかりましたらお願いしたいなと思います。 

  そういう中で今一般質問をさせていただいたわけですけれども、この定例会が終わります

と、27年度の予算に向けていろいろな要望が上がり、予算の審議等がされてくるわけですけ

れども、あるところで協会長、これ町長知っているかな、話を聞いて、すばらしいいい話だ

なということでお聞きしてメモってきたわけですけれども、その話の内容が、ないものねだ

りをするのではなく、あるもの探しをするまちづくりをしていかないと、この町はだめだよ

と。ただ補助金をくれ、何をくれというまちづくりではなく、あるもの探しをする中でまち

づくりをしていかなければ、絶対この町はだめだよということを僕に話をしていただきまし

た。これ町長も聞いておるかなと思いますけれども、ぜひ、国がいろいろな人口減少問題等

を含めて施策、補助金等を含めてしてくるわけですけれども、やはりこの町にその効果があ

らわれてくるのは、もう５年、10年、20年先ですよ。なかなかこういうものがあっても費用

対効果というものは、この町におりてくるのはいつのことやら本当にわからないと思います。

ぜひそういうことも含め、限界集落という活字が出てきた今、第５次総合計画をしっかりと
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確認し、見直しもするところはして、町民とともにまちづくりをしていく、独自のまちづく

りをしていくことをぜひやっていきましょうよ。 

  以上で私の、大変長くなりましたけれども、質問を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なものは担当から答弁させます。 

  基本的な、まず、災害、崖地とか土石流の箇所、これはこの前、一応区長さんには示した

中で、今度はハザードマップをつくりますもので、当然その中に入ってきた中で、これはと

りあえずは各戸配布となっておりますもので、その辺は町民の方、そのハザードマップなど

で現状は、この町は、うちの家はどこにあるかということはちょっと把握していただいた中

で、いざというときは行動をとっていただきたいと思います。 

  それからあとは、看板につきましては、自分、そこまでは、たしかここは土砂、崖地とか

ありますよね。それが全部のところにあるかというのはちょっと、自分としてはまだありま

す。それは担当のほうから答弁をさせていただきます。 

  あと、ふるさと納税のアピール、これは担当に指示したところでございますけれども、こ

れ今結構ヒートアップして、なるべく、ちょっとふるさと納税とは違う方向に行っているの

か、自分としては考えております。と申しますのは、もう各町がこれだとか、それ以上のも

のを上げようとか、これはちょっといかがなものかと思いますけれども、しかしながら、や

っぱり町の特産品をアピールする、これは大変重要だと考えておりますし、これは言われて

いますもので、この辺はちゃんと協議した中で、ふるさと納税に関しましては、町としては

対応していきたいと、ちょっとこれは検討した中で、来年の当初予算にある程度のことは、

答えは出し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。 

  次に、５次総につきましては、本当、５次総合のときに比べますことと、また今の現状、

また違ってきておりますもので、見直すところは見直した中で、当然この町が生き残る方向

でやっていきたいと思いますし、次に、地方創生の問題が出てきます。その中で、今年度中、

ある程度のことが出ます、ある程度、国の方針が出ますもので、それはアンテナを高くした

中で、この町がとれるものはどんどんまた県、国のほうに要請した中で、お金をいただいた

中で、この少子化対策またいろいろやっていきたいと考えております。 

  やっぱり基本的には、まず東京一極集中、これを政府がどのような方法で解決するのか。

まず現状を見ますと、やっぱり東京の一極集中が相当大きな、この少子化に対しましては私

は、パイを持っていると考えておりますもので、政府がどのような方向でこの東京一極集中、
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これを解決するかということは、この半年間の興味という言い方はおかしいけれども、国

のほうの動きを見ていきたい、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。 

  それで、臨時給付金、これは担当は一生懸命やった中で、やっぱりある程度の結論は出ま

す。その中で、委員会のほうからちょっと、もう少しという中で、昨日、おとといですか、

ハイキャットを通じた中で、職員を通じて、一応またその現状を説明させた中でやっている

中で、町としてもプライバシーとかいろいろな問題がありますもので、低いことに対しまし

ては大変苦労しておりますけれども、プライバシー、いろいろな問題がある中で、委員会の

ほうからもある程度提案されましたもので、職員をちょっとハイキャットに出させまして、

一応一問一答のような形で、また町民のほうに啓蒙していきたい、そういう考えでございま

すもので、御理解願いたいと思います。 

  あと、事務的なことは担当から答弁をさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、御質問にありました自主防災会からの反省点という

ことで答弁させていただきます。 

  ９月５日の自主防災会、区長会におきまして、先ほど町長からありました幼稚園生から出

ることに関しましては大変訓練の組み立てが難しいというお話があります。ただ、町としま

しては、幼稚園生が出ること、小学生が出ることによりまして、親御さんも出るもんですか

ら、そういう中で地域の自主防災会の方がどういう方であるか、また、自主防災会がどうい

う活動をしているかというのを周知も図られるということで、また、来年度以降も同じよう

な形でやらせていただきたいというふうなことで要請をさせていただいております。 

  それからあと、本年度、各自主防災会において避難所の運営訓練をやっていただきました。

その中で、それぞれの施設の、要は物の配置、それから、どれだけ実際に住民が入るのかと

いうことをもうちょっと明確にしていただきたいという要請がありました。 

  それから、町内各ボランティア団体があるんですが、そのボランティア団体が各自主防に

赴いたときに、どういう位置づけであったらいいのかという御質問がありましたので、それ

についてもボランティア団体と再度協議をした中で、自主防災会のできれば傘下に入ってい

ただいた活動をお願いしてございます。 

  次に、デジタル防災行政無線の関係なんですが、本年度４月から運用開始をしております

が、昨年の大島の土砂災害によりまして、県の中継局の建設ができておりません。その中で、
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当町の海岸付近につきましては、デジタル防災行政無線がなかなか今通じにくいという状況

になっておりますので、本年度中に県の中継局ができますので、そうしましたら、大体カバ

ー率でいきますと８割、要は山間部の谷間等を除いて、大体町内の８割はカバーできるとい

うふうに考えております。 

  それから、土砂災害の関係なんですが、土砂災害の周知につきましては、６月に土砂災害

に対する避難訓練を全域でやらせていただきました。その中では、危険地域の住民の方々に

集まっていただき、土砂災害についての講習、それから避難等を自主防災会を中心にやって

いただいております。 

  昨日の９月５日の区長会におきましても、再度、国県から緊急対策ということで、周知を

図るということで区長会等にまた危険地域の周知徹底という形でお願いしてございます。そ

れと、町としましては、町のホームページに土砂災害の危険地域を掲載する予定でございま

す。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） それでは、看板とその看板の周知の関係についてお答え

をいたします。 

  東伊豆町の看板に、防災マップ、私が今ここにありますけれども、この防災マップという

ものがありまして、これは平成17年に町民の皆様にお配りしたものがあります。これについ

て静岡県は、土石流、または土砂の危険箇所等について、危険箇所という表示を各地区にお

いて指定した経過があります。これについては静岡県が設置したものでございます。 

  この平成24年３月から、土砂災害防止法において地域指定を東伊豆町でもしたところがあ

ります。地域指定したところについても、今後、静岡県と共同歩調をとりながら、場所が明

確になるような形でとっておきたいと思います。 

  先般、飯田議員から指摘された看板の位置がおかしいんじゃないかという場所については、

先日、下田土木事務所維持管理課と協議をしまして、場所の変更等については、正確な場所

につけていただくような話はしております。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 子育て世帯臨時特例給付金の申請状況ということですけれ

ども、８月末で県のほうに報告した数値は、報告はしておりますけれども、ただいま手元に



－36－ 

ございませんので、後ほどお示しをさせていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で３番、飯田さんの一般質問を終結します。 

  この際、11時10分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時５３分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 村 木   脩 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、５番、村木さんの第１問、人口減少問題についてを許します。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは、今定例会には４問を通告してあります。答弁につきまして

は一問一答にてお願いをいたします。 

  今、各地でいろいろな災害、今日もまた北海道のほうで大雨と、また伊豆のほうもスポッ

トで降る雨というのが昔から非常に多く見受けられます。これらについては、いつも常時臨

戦態勢のような気持ちで臨んでいただきたいなというふうに思います。 

  それでは、１問目、人口減少問題について。 

  この質問につきましては、６月議会でも町長にお尋ねをしております。それに引き続いて

で申しわけございませんが、またそこからの続きのような質問でございますので、よろしく

御答弁のほどお願いいたします。 

  ３点にわたって質問を提出してございますが、今後の行政対応や方向性について。 

  また２点目、定住化政策などを行うのか。 

  ３点目、空き家や耕作放棄地調査を行ったが、その利用方法ということで、３点にわたり

質問をいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 
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  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 村木議員の第１問、人口減少問題についての１点目、今後の行政対応

や方向性について、２点目の定住化政策などを行うか及び３点目の空き家や耕作放棄地調査

を行ったが、その利用法については関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  地域経済の振興を初め雇用・住宅の確保、子育てのしやすい環境整備などとともに、町の

特性を生かし、憩いと交流のある住みよいまちづくりを推進して、人々の定住意向を高める

ことが重要かと考えます。 

  定住化の施策でありますが、定住希望の若い夫婦への助成や空き家バンクを活用するなど

検討していきたいと考えております。 

  空き家調査につきましては、空き家の現状把握を目的に、建物の状況等の調査を25年度に

実施いたしました。交流・定住対策に寄与させるため、空き家の適正管理や利活用の検討を

考えております。 

  また、耕作放棄地調査の結果ですが、本年４月の農地法改正により発足した農地の中間管

理機構が今後の耕作放棄地の貸し借りを行ってまいりますので、町におきましては管理機構

の指示によりデータの紹介等をしていく計画であります。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） ただいまの答弁においては、利活用をしていくということでございま

す。全ての、大体こう今、ほかの議員さんの質問等を見ていましても、この人口減少という

のが一つの一番の問題であるなというふうな気がいたします。そして、これに対して今、日

本全国各地で定住化政策というものを行っております。そして、この半島の地形的な不利、

これはかつて半島振興法ですとかいろいろなそういうものができて、その半島の不利さをカ

バーはできなかったというのが現状でございます。 

  そういった中で、今、都会から大きな企業でも来てくれるのが一番、これは簡単な方法な

んですけれども、それらが期待できないということであれば、１次産業において、やはりこ

の定住化政策を進めなければならないだろうというような気がいたします。先ほど町長がお

っしゃったように、子供たちが誰も住みたくないというようなことになってきますと、これ

は、やはり自然だけではだめだろうし、そういった中に文化ですとかスポーツですとか、い

ろいろなものが織り交ざって、定住化という一つの流れというものがあるんではないかなと
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いう気がいたします。 

  そして今こう見てみますと、この間、伊豆新聞で、農地２割は貸してもいいよというよう

な新聞報道もされておりました。そういう中で、この空き家と２割の放棄地、こういったも

のが何とかリンクして、そういった空き家を利用するということは、これは漁業でもいいと

思うんです。よその町では新しく漁師になる方には補助金を出したり、いろいろなことをや

っております。そういった中で、ただ、空き家というのはやはり防犯上も防火上も、いろい

ろなリスクがある問題ですので、そういったことも一つには考えていただけないかと。そし

て、耕作放棄地などは今、鳥獣害の一つの、イノシシの寝場になっているというのが、これ

が現実の問題で、もうそういったイノシシなどが里に近いところに寝場をつくっているとい

う問題もあります。 

  ですから、そういった面で、ほかの耕作地の被害、こういったものにも影響が出ていると

いうことでございますので、ぜひこの空き家と耕作放棄地、これを何とかリンクして定住化

政策につなげるような、そして、地方では、徳島県あたりでは、ＩＴ産業だとかそういった

ものが非常に盛んに誘致して、そういったネットワーク等をつくっているというようなこと

もございます。 

  そういったことは、１町村では無理な話でございますが、ぜひともこの、何とか少ない人

数でも、まず１家族でも２家族でもいいですから、この辺をまず手始めとしてやれたら、そ

の辺にきっかけができてくるのかなという気がいたします。 

  私はまた最後に地方創生の質問などもしていますが、これにつきましても、これは人口減

少問題、これは国がもう今回の９月３日の組閣において、そういった大臣も担当大臣をつく

りました。そういった中で、これは一過性のものではだめだと思うんですね。ですから、ど

うやったら人口を増やせるかというものを理論的に組み立てていかないと、なかなか採用に

はならないんだろうと。これについて３兆6,000億円の特別枠ということでございますから、

国のほうも将来の労働力不足、こういったものに対しての危機感を持っているんだろうとい

うふうに思います。それらに、やはり乗りおくれない、これはまた４問目で言う質問でござ

いますが、そういったものも含めた中で、ぜひこの検討をお願いできないか。そしてまた何

かアイデアをお持ちなら、その辺を町長の口から一言言っていただければなと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずこの人口減少問題、今、村木議員が言ったこの地方の創生会、こ

れが大変重要なことになってくる。一応今回の人口減少、東京集中の諸問題の共通点、地方
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再生というテーマを設定したと書いてあります。これが今年中に決定しますもので、３兆幾

ら、これはもうアンテナを高くした中で、町が乗りおくれない、そういう方向でこれが立ち

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

  その中で、空き家と耕作放棄地のリンク、これ大変いい考えだと思う。今、町がやってい

るのは、まず空き家と耕作放棄地ができました、ある程度。今、町がやっているのは、とり

あえずその空き家を貸してもいいか、貸しても悪いか、まずそれを調査しております。やっ

ぱり空き家が、町がやりたいといっても、その空き家を持っている人が貸す意思がなければ、

これはどうしようもありませんもんで、まず空き家を貸してもいいかどうか、その調査を今

行っているのが現状でございます。 

  その中で、耕作放棄地に関しましては、基本的には町を含めていく中で、先ほど言ったよ

うに、県の農地法の改正によりまして、農地の中間管理機構、これがほとんどあっせんする

もんで、そういう中で伊豆新聞さんについては２割の方が貸してもいい、しかし、８割の方

がちょっといかがなものか。これは相当開きがあります。やっぱり土地に対する昔からの愛

着がある中でこういう結果だと。まずその所有者に対しまして貸してもいいかどうかという

ことをまず調査していった中で、その中で町は今後も検討していく中で、私１点、今、大変

うれしいことは、今回インターン生が来まして、そのインターン生が水下の意向によりです

か、それをもうボランティアでもってやっていただきました。これは本当に大変ありがたい

ことだと考えております。 

  その中で、１つのアイデアとしては、そういう若い子がこの町をどのようにするか。そう

いう中でその人たちの意見も取り入れていきたいと考えております。そういう中で、やっぱ

り今言ったように、耕作放棄地と空き家、これがリンクできればそういうふうにやっていき

たいと考えておりますもので。まず現状は、この所有者の意向を調査した中で、それから今

度は、さっき言ったように利活用等を考えていきたいと思います。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） だから人口減少、そのアイデアというのがやっぱりなかなか、これは

どこもやっていることで、今度、うちの町、光ケーブルが通りましたもので、そういうＩＴ

関係といったら厳しいかわかりませんけれども、多少今度はそういうところにも声をかけら

れるかなと考えております。今まで光ケーブルがなかったもので、ＩＴ関係に対しては積極

的に声をかけなかったのが現状でございますもんで、その辺は積極的に企業のほうには声を

かけていきたい、そういう考えでございます。 
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  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 前向きな御発言をいただきまして、ありがとうございます。 

  今、この空き家ですとか農地、これらを利用して大分県の竹田市、ここいらは東京から

100人以上移住してきているというような話もございます。そういった中で、割かしこの国

立公園の中で、東京から近い場所にあるこの町へ何とかそういったもののきっかけを、そう

いう風穴をあけていただきたいなというのがお願いでございます。 

  昨年ですか、東京から旅館へ働きに来た方が何名かおられたようで、今は全員がいなくな

ったという話でございます。その方たちの理由が、仕事が終わった後に行く場所がないとい

うのが一つの原因で、これが若い人たちが誰も住みたくないというようなところだろうと思

います。 

  だから、そういった中で、何が若い人に必要なのかも調査をしていかなければいけないだ

ろう。私たちも見ていると、うちの娘らも楽器なんかをやっているんですけれども、実際に

吹く場所もないですとか、文化的な面で非常に施設的なものもないなということでございま

す。こういったときにどこかの空き教室を１つ貸し出してくれるとか、何をつくれというこ

とではなくて、そういう利用も考えていかなければいけないだろうと。大体、教育委員会の

社会教育のほうでやっている下の講座ですとか、その後の今度つながりが高まっていくとか、

そういったものが非常にこの町は昔からないなという気がしております。 

  ですから、観光も、これが大事なことだろうと思います。そういった一つ文化的な面にも

目を向けたり、子供たちが練習したり、そういった趣味というか好きなものを伸ばす芽、こ

れを大事にしていかないと、少子化にもつながってくるんでしょうし。ですから、そういっ

たものを何かほかの町村にないアイデアを、もう今アイデア競争になっていると思うんです

ね。これがいかに全国版の新聞紙上に載るか。ここがやはり勝負の分かれ目だと思います。 

  そして、町政報告等を聞いていますと、やはり岡谷市のほうへ子供たちが行く、お祭りに

は行く、また、こちらの祭りには来てもらう。そういった中で、昔は職員交流等いろいろあ

って、結構岡谷の方なんかもこの町へ泊まっていただいたりしたんですけれども、そういっ

た交流をもっともっと盛んにしていくとか、そういうことも一つの方法だろうと。 

  そして、伊豆のほうから向こうへ住んでいる方もおりますし、ですから、そういった面で

あらゆるところで定住している方を細かい目線で拾い上げていくと、何かヒントが出てくる
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かな。それでまたいろいろ大学生と、まあ工学院も来ているでしょうし、あとは神大ですか、

神奈川大、そういった学生の目線、ここらも特に女子大生の目というのが非常に繊細な目を

持っておりますし、そういったものもいろいろアイデアとして取り入れていくと、今の若者

に受けるという政策もできるのではないかというふうに考えております。 

  町長が今おっしゃられたいろいろな、光ケーブルですとかそういったことも、ＩＴ産業に

とっては最も大事なことだと思います。そして６月には町長は危機感を持って、早急に対策

を講じなければならないとおっしゃっておりますので、ここのところを再度、早急とはいつ

ごろまでの話なのか、その辺をお伺いしたいなと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 早急はいつごろかと、これは本当に早急にやって、その中で本当に地

方創生が今回やった中で、12月中にある程度のことが出るとか言っておる、もうそのできる

予算の中で、できるものはどんどん支出した中で、この町をやっていきたい、そう考えてお

ります。 

  それで１点、文化的なこと。これは事務レビューをお願いしている先生が、基本的には体

育館の使い方、そういうことも提案させていただきました。しかしながら、これは学校とも

絡みますもので、まだ今それを煮詰めなければなりません。その中で、事務レビューの方は、

図書館のことをどうするかも、いろいろ提案されております。しかしながら、やっぱりこれ

は教育委員会との関連性があります。教育委員会と話をした中でやっていきたいと考えてお

りますもので、当然、村木議員が言った文化的な練習する場所、これがないことは十分認識

している中で、その事務レビューの先生がいろいろな提案をしていっていただける、１つそ

ういうことがありますもので、その辺をまた教育委員会と話した中で、実現できるものは実

現していきたい。そういう考えでございますもので、御理解願いたいと。 

  その中で、あと１点、確かに定住化させる中で、どこを見ても古民家ということが結構重

要視されていると思うんですよ。その中で、うちはなかなか古民家がないもんで、今、村木

議員が言った漁師の希望者ね、これは海に近ければいいんじゃないかという、それは一つの

提案として、これはある程度考えていくべき問題ではないかと考えて。 

  何しろまず、私が町長になったときに、一定のところ、まずいきいきセンター、あの辺が

ですね、空き家があるもんで、何しろあそこを生かした、シャッターをあけたいという中で、

やっぱり先ほど言った土地所有者、建物所有者の壁にぶつかりました。やっぱり町がやりた

くても、それは所有者のほうが、いやそれはちょっとできないよと言えば、町がいくらやっ
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ても、所有者の意向がありますもので、まずその辺は今回はっきり調査した中でそういうこ

とをやっていきたい、そういう考えでございます。 

  あと、やっぱり学生さんの意見、これは今うちの町、本当に村木議員が言ったように、芝

浦、工学院、神奈川大、こういう若い学生たちが入っていますもので、やっぱりよそから見

ると、この町のこと、さらに若い人たちの意見、これは大変重要だと考えています。まして

今、村木議員が言った女性の観点というのは大変大事だと考えておりますもので、その辺は

まちづくりの中で取り入れるものは取り入れていきたい、そういう考えでございます。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） 岡谷市との交流ですか。これは本当、ある程度財源的にかかるもんで、

これはやりたいことはやりたい中で、確かにいろんな民間は野球しかやっておりませんし、

児童交流は復活させていただきました。そういう中で、できればやりたいんだけれども、ま

ず財政的なこともありますし、その辺はまた岡谷市さんと話をした中で、また再交流しまし

ょうかというのをまた町としても考えていきたい、そういう考えでございます。 

  あとは子供たちの目。やっぱりこの辺の、子供たちの、先ほど飯田議員が言ったように、

青少年、子供たちがこの町にいかに住みたいとか、またこの町をこうしたい、これは将来こ

の東伊豆町内に残ってもらわなければいけない子供ですから、できるだけそういう夢、また

それはまちづくりの中へ取り入れていきたいと考えて、ただ、ハード的な面になるとなかな

か厳しい、もうそれはソフトの面で取り入れるものは取り入れて、財政的にあると豊かな町

のハード、やっぱり子供たちはハードということが結構じゃないかと思うんで、この町は子

供たちが遊ぶやつがないもんで、やっぱり小さい子供たちはこの町には住みたくない、そう

いう考えじゃないかと。 

  ましてや一番町が苦慮しているのは、村木議員が言ったように、企業合同ガイダンスでこ

の町に来た中で、今言ったようにすぐこの町から出て帰ってしまう。これを町は大変苦慮し

ています。そういう中である程度必要なのはやっぱり一つの案としては若者たちが住む出会

いですか、ある程度そういうところも欲しいよということは言われております。なかなかお

金が、ハード的な面でございますので、いろいろな面で、その辺はまたいろいろ考えた中で、

やっぱりせっかくの町に勤めた人たちがすぐにこの町を出ない、そういうまちづくりをまた

していきたい。またいろいろないいアイデアがありましたら、また提案していただければ大

変ありがたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、街路灯の維持団体についてを許します。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは、２問目、街路灯の維持団体についてということで、この問

題についても二、三度質問をしてございます。 

  今現在、商店街の街路灯を夜見ますと、相当数間引きして消えております。この現状を見

ると、維持する店舗の件数も減り、非常に厳しいものがあるなと感じております。したがい

まして、次の３点について質問をいたします。 

  １点目、維持団体の数について。 

  ２点目、補助金の額について。 

  ３点目、今後の維持の見通しについてを質問いたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 村木議員の第２問、街路灯の維持団体については３点から質問ですの

で、順次お答えいたします。 

  まず１点目の維持団体数はについてですが、私設街路灯を維持している町内23団体に対し

補助を行っております。内訳は９自治会、９商店会、４観光協会、１旅館組合です。地区別

では稲取８、白田２、片瀬２、熱川６、奈良本２、北川２、大川１となっております。 

  ２点目の補助金の額はどの程度かについてですが、総額といたしまして100万円となって

おります。これを23団体の電気使用料に応じて案分して振り分けております。 

  ３点目の今後の維持の見通しについてですが、各団体は、商店会などが半数を占めており

ますが、団体を構成する店舗等が減少の一途をたどっており、現構成者による費用負担が増

加しているのが現状であります。また、平成24年度と25年度を比較いたしますと、平均で

25.6％も電気料が上昇しており、それに伴い補助率も24年は20％であったものが25年は15％

に下がっております。これも負担増大の大きな要因になっております。 

  現在支出しております補助金は、私設街路灯が防犯灯としての機能も兼ねているため、町

が実施すべき防犯灯整備の一端を担っていることに対して補助を行っているものであります。

これら街路灯が消えてしまいますと、夜間、町民や来遊客の歩行及び運転の安全が損なわれ、

事故の増加や防犯の面からも犯罪の増加が懸念されます。今後もこれらの街路灯が維持でき
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るよう関係団体と協議を行っていくことが必要と考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 23団体ですか。その団体が今もう本当に、今、町長の答弁にございま

したように、電気料の高騰、また商店の、よす商店、こういったもので非常に夜歩いていて

も、ああここも間引き、ここも間引きという。それでも我が町のこの外灯の数というのは、

多分賀茂郡では一番だろうというふうに思います。下田市等を見てみましても、稲梓のほう

へ行くと全くライトを消すと真っ暗というような状況の中でもございますので、それについ

ては非常に住民としては恩恵を得ているなという気がいたします。 

  しかしながら、この按分、これは予算が増えていないということで、結局は按分していく

もんで、その補助率も年々下がっていくような状況になっていくということでございます。

それで、私んちは商売よしたからもう抜けるよと言われると、それをまたほかの商店が負担

しなければならない。ここのところが非常に厳しいシステムだなという気がいたします。 

  そして、あるところでは、商店が１件もないから、一般住民が負担してそれを維持してい

るというところもございます。こういったところは、むしろもう町が引き取るべきだろうと

いうふうには思います。 

  したがいまして、今、町長もそういった調査をしてみるということでございましたので、

ぜひそういった維持している厳しいところも、どれぐらい年々みんな負担額が上がっている

かとか、そういったものも調査していただきたいなと。そして、これは一般の人から見ても、

非常に防犯灯的な役割、むしろ地元の人は、観光客には立派な地名のついた街路灯ですとか

そういったものもあるんでしょうけれども、一般の人は毎日通っていて明るくていいなとい

うのが現実だと思います。そういった中で、この間引きをしていく寂しさ、むしろないほう

がいいんじゃないかと。 

  割かし明るい電球をつけていますから、できた当初から本数が多いなという気もかなりし

ておりました。あれをＬＥＤにかえていくとなると、また負担も大変だろうというふうにな

りますし、したがいまして、今後この商店がなくなったときに消滅していく、何軒かが残っ

て、それを本当に少ない数で維持していくというのは大変なもんで。こう商店を見てみまし

ても、この家は跡継ぎはあるんだろうかとか、いろいろな心配をしながら商店街を通るわけ

でございますけれども、そうなったときにこれをどこが維持するんだろうというふうに思い

ます。 
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  そういったところで、ぜひ調査を、全団体についての調査をしていただきたいなと。そし

てもうこういったものが申請として上げるといっても、これはもう余り許可しないほうがい

いのではないかなというような気もします。補助金が出るからつくるんだと。後の維持のこ

とを考えると、恒久的に維持していかなければならないということは非常に大変なことです

ので。その辺の将来の維持に関しても、ぜひ調査をしていただきたいなというふうに思いま

す。 

  それでは、再度町長に答弁を。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今この街路灯につきましての問題点、さまざま、ほとんど村木議員が

言った、それがほとんど問題点でございます。その中で町では、やっぱり街路灯は防犯灯と

しての役割があるために今補助しています。これが現実でございます。その中で今、村木さ

んが、一般町民の全てあるということも言われました。それは調査した中でですね、そうい

うところがあったら、それはもう防犯灯ですから、その辺は町としてもそれは対応していき

たい、そういう考えでおります。何しろこの23団体、これは現状はどうかということを調査

させていただいた中で、いい方向でやっていきたいと思いますし、そういう中で、確かに区

のほうからも街路灯の設置に関する要望は毎年くる中で、その中で暗いところはなるべくな

いとと思いますけれども、今まで明るかったのが暗くなる。これは、そういう現象はこれか

ら起きてまいると思いますもんで、その辺は御理解願いたいと思います。 

  さらに、街路灯についての考えでございますが、今後、町は一切新しい街路灯をやるとこ

ろに対して電気代の補助は考えておりません。そういう中で、今、各地区がとりあえず電気

代が結構かかるというので、商工会の補助金の中で、商工会が３分の１、町が３分の１、そ

して地元が３分の１、この中でＬＥＤにかえていく、そういう動きもありますもので、そう

いうところには応援したいと思いますけれども、それに対するこれからの電気代、これはち

ょっと防犯灯を兼ねていればまた別ですけれども、それに対しては町は一応補助はしない、

そういう考えでございます。 

  何しろこれは調査させていただきたいと思います。一応今調査している段階でございます

もので、今年度中にはある程度調査は出るんじゃないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 
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○５番（村木 脩君） 今、町長の口から調査していただくということでございました。そし

て、町も３分の１出してＬＥＤにかえていくということでございます。 

  そうしませんと、基本料金が多分下がらないんだろうというふうに思いますので、これは

各団体にとっては非常に心強いんだろうなと。 

  そして、５年ぐらい前にもこの商店街で大丈夫かなというようなところも、もうつくる、

当初から感じている場所もございまして、非常にそれから３.11の後、原発がとまって、ど

んどん電気代が上がってくるという状況の中で、そういった団体もあります。 

  ですから、これは、防犯灯に対しては私たちも非常に恩恵を受けているわけでございます。

それに対して住民負担はないということでございます。それで、やはり観光立町をうたって

いる以上、本通りはある程度の立派な街路灯をつくるわけでございますが、それらに対して、

そこに住んでいる人たちが負担するというのも何か不公平感もあるなと。 

  それで住民福祉課長にも言いましたけれども、もうここは防犯灯の域を出ていないという

ところもございました。立派な球がついているわけではないし、そしてみんなそれぞれの負

担している家でＬＥＤにかえたと。そういうところもございますので、そこいらについては、

もうこれは町が引き取るべき外灯なんだろうなという現実もあります。 

  それについては、住民福祉課長等も現場を見てわかっているかと思いますので、そういっ

た調査、現実的な調査、また外灯ですから、これは夜行かないとわからない部分もあります

ので、ぜひぜひそういった細部にわたった調査をお願いしまして、質問はこれで２問目は終

わらせていただきます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） この街路灯に関しましては、今後大変大きな問題になってくると私は

考えております。そのとき、村木議員言ったように、当時は社会情勢が大変よいときに自分

がつくった中で、全てが自分がやるからという中で多分やったから。やっぱり困ると町に頼

ってくる、それはちょっといかがなものかと思います。 

  防犯灯に関しましては、先ほど言ったように、これは町の仕事でございますから、それに

対しては今後も引き続き積極的にやっていきたい。そういう中で調査させていただきます。

その中で、確かに街路灯、夜ですから、私もちょっと夜歩いてみようかと思うけれども、な

かなか徒歩と。とりあえず現課のほうでその辺は十分調査した中で、その調査結果に基づい

た中で、また当初予算にそれは反映していきたい、そう考えておりますもので、御理解願い

たいと思います。 
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  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま５番、村木さんの一般質問の最中でございますが、議事の都

合により午後１時まで、ここで休憩をいたしたいと思います。 

 

休憩 午前１１時４５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 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。 

  ５番、村木さんの第３問、施設の維持管理についてを許します。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） それでは、午前中に引き続き質問をさせていただきます。 

  ３問目、施設の維持管理についてでございます。 

  現在、町長は山に目を向け、駐車場や芝生広場や水場など事業計画をしていますが、これ

らを将来的にも維持管理していくことは大変なことだと思いますが、次の２点の質問をさせ

ていただきます。 

  １点目、計画している事業の維持管理について。 

  ２点目、現在の施設管理の状況はについて、答弁をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 村木議員の第３問、施設の維持管理については、２点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  まず１点目、計画している事業の維持管理についてですが、現在計画をしております事業

の稲取高原観光施設、稲取地区防災センター、稲取市民農園の維持管理は、直営によるもの

と考えております。 

  また２点目、現在の施設管理の状況はですが、公園等に関しての現状をお答えいたします

と、児童遊園５カ所、都市公園３カ所、奈良本けやき公園、稲取ふれあいの森を含む稲取高
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原それぞれで直営による維持管理を行っております。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 今、稲取の今度できるところは直営で管理をしていくということでご

ざいます。直営といっても、シルバー人材センターですとかそういったところに発注をして

いるということでございますが、こうしてみますと、あそこへ水場をつくる、これは町長の

お考えでいいかと思いますけれども。 

  かつては花の咲く丘にも池があったりして、もう現在は埋まって、つくった人もどこへつ

くったかわからないなんていう状況でございますけれども、そういった中で、非常に水場と

いっても、あとは落葉樹が多い、そして葉っぱがたまっていくんだろうということは容易に

想像ができます。そして現在、あのクロスカントリーコースの芝生の刈り込みですとかそう

いったものが非常に大変だなというふうに見えます。そして、町営住宅の上につくった駐車

場も、集水性のいいような、浸透性のいいようなつくりとして草が生えてくるということで、

この間も造園屋さんが清掃をしていました。こういったつくりがまた入谷の細野にもできて、

面積的にも相当広いというような状況でございます。 

  そして、今度は奈良本の防災センターですか、その横も今度はまた芝生広場だということ

になります。そうすると、またこれも直営でやっていかなければいかんのかどうか。ですか

ら、そういった芝生というのは、一見優しく見えますけれども、後の管理が大変な部分があ

ります。ですから、そういったところを、やはり地元の人たちとも相談して、じゃ、ここの

管理はうちがやるよとかというような管理してくれる団体を育てるとか、そういうことをし

ていきませんと、今、児童公園などは直営で刈り込んでいる、そして東のほうの龍宮公園を

見ると、きちんと草が刈られています。そして、その横の鳥羽一郎になると、今度は刈られ

ていないとか。その辺が非常に、こうつくっても何ていうか、こちらはこの課、こちらはこ

の課というふうに整合性が当然縦割りですからないわけです。そういったところを児童公園

をやったときに、ちょっとその横をやってもらえば、それはそれで済むんです。でも、そう

いうつながりのないということで、当然維持管理が分かれていると。 

  ですから、そういったものを今後事業をやるときには、事前に管理してくれる人、地域で

すとか利用者ですとか、僕たちもよくクロスカントリーを使わせてもらっています。日にち

を決めてくれれば、俺らも草刈り持ってしてもいいよなというような意見はかなりあるんで

す。ボランティアです。余りそんなことを出しゃばってやると、シルバー人材センターの仕
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事を奪うような形にもなるかもわかりません。 

  しかしながら、行政がこれから財政的にも人口減少の中で非常に厳しくなっていくという

ことは想像ができます。そういった中で、やはりシルバー人材センターも、見ていると70歳

以上の方が多いんですけれども、そういう方たちがいつまでもやれるかというと、また次の

人が出てくるかというと、そんなに60代の人というのは少ないなという、今見ていて感じま

す。そういった中で、じゃ、これからどうしていくんだろうなと、非常に心配な部分もござ

います。そういった中で、そういった利用者が、じゃ、この日はボランティアの日として、

何月何日こういう作業をしようというような、そういうことを試行的に取り入れてもいいの

かなというような気がします。 

  したがいまして、この維持費をどうやってこれから減少させていくのか、ここが１つ、施

設をつくっていく上には今後の課題なのかなというふうに思います。そして、なるべく建物

も今までの建物を利用できるような、併用施設にするとかというようなことを考えていきま

せんと、新しくつくれば当然維持費はかかるということでございます。したがいまして、こ

れからのこの人口減少の時代に向かっていく中で、行政の向かうべき道は、多分そんなとこ

ろにあるんだろうなという気がいたします。そういった新しい試みをぜひ町長にはやってい

ただきたいなというふうに思いますが、その点について町長のお考えをお聞かせください。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） それぐらい、本当にこれからその施設に関する維持管理、これは相当

かかってくると考えております。そういう中で、芝生とアスファルト、これは当然維持管理

を比べれば、芝生のほうがかかる。これは当然でございます。そういう中で、あの環境の中

で、果たして、維持管理も考えますが、まず環境の中で、あそこに芝生とアスファルトの中

では、環境的には、維持管理がかかってもとりあえず芝生がいいんじゃないかというので今

そうやっている中で、維持管理の中で村木議員が提案したある程度ボランティアの方がね、

大変ありがたいことだと考えております。 

  基本的には、今、稲取高原とクロスカントリーコース、町民の方がウオーキングで健康づ

くりを大変やっている中で、そういうことが提案させて、町も大変ありがたいことでござい

ますもので、それはできるものはやっていただけるように、また再度お願いしていきたいと

いう中で、要は基本的には、稲取のところの今までクロスカントリーコースの中でもいろい

ろ教育委員会、いろいろな中で、一括して造園工事屋さんに発注しております。そういう中

でできるだけ維持管理を抑えるような方向で、今までは各企業に委託しておりますけれども、
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去年あたりから一括して造園屋さんにお願いした中で、経費のほうを抑えるような方向でや

っております。それだから、村木議員が言ったようにボランティアさんがやってくれる、こ

れは大変ありがたいことでございますもんで、その辺はまた投げかけた中で、やっていただ

けるものはやっていただく。これは十分結構なことじゃないかと考えております。 

  施設のハード的な面にかかわりますと、今のところ建てるあれはありません。基本的には、

今、村木議員が言ったように、ハードにかかる維持管理、大変でございますが、最低限のそ

ういうハードはつくりますけれども、活用できるものは再活用して、ちょっとニュアンスは

違うかわかりませんけれども、飯田議員が言った、あるものを活用する、ないものねだりで

はなくて。そういう方向でまちづくりをやっていった中で、維持管理、維持経費はできるだ

け抑える方向で、その方法でやっていきたいと考えておりますもので、御理解願いたいと思

います。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） だから、建物を併用してですよ。やっぱりさっき言ったように、でき

るだけ一緒にできるものはやっていきたい。それには、当然教育委員会との話も結構これか

ら煮詰めなければならな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（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） そして、維持管理の行き届かないところというのが結構あるわけでご

ざいます。そういうところは、もう使わないなら使わないできちんと整理するとか、今どう

なっているかわかりませんけれども、桃野の奥にあった野鳥の水辺みたいなものもあった記

憶もあるんですけれども、私ら……。わかりませんか。そういうものも、今、僕らもどうな

っているかわかりませんけれども、やはりそういったものは、もし何かがあるんであれば、

そういうものは整理して、もうきちんとしていくとかしませんと、つくりました、やりっぱ

なしですというものが結構見ていくとある部分が多いです。 

  ですから、そこいらは、そして山のグラウンドのサッカー場なども、今はもう道路が入っ

てサッカーもやらないということであれば、今あそこでやっているのは、毎日みんなゴルフ

の練習をしたりしているもんで、いっそゴルフ公園にしたらどうだというようなことも１つ

には考えられると。人工芝でもひいて、草が生えないようにしてしまうと。 

  ですから、そういうものも今後１回見直す必要があるんだろうというふうには考えますけ
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れども、そういったものを１回トータル的に、どこの課が何を所管してそういう施設管理を

行っているか。そこいらを１回全部挙げさせて、それをトータル的に、よし、ここはもう利

用者もいないから整理しようというような施設の統合ですとか施設の整理ですとか、これは

もう当然やっていかなければいけない時代に入っているなという気がしますので。 

  そして、港のところを見ても、あそこの八尾比丘尼のところが草が生えていたり、その先

の駐車場が草ぼうぼうだったり。やはり町の中を見ても、どこが管理しているかわかりませ

んけれども、駐車場だから漁協なのかなと。多分こっち側が町で、そっち側は草をとったと。

そして向こう側は、駐車場のほうは草ぼうぼうと。その辺が対比的に物すごいはっきり管理

者が見えるところがありますので。ですから、そういったものも今後どうしていくのか、課

題というのはかなり、つくるときは簡単につくるわけですけれども、あとの維持管理は恒久

的にやっていくとなると、やはりその整理をしたりすることは大事なことなんだろうなとい

うことでございます。 

  そういったことに対して今後、行政に携わっている皆さんで１回所管しているものを全部

挙げて、それに対して統合なり整理をしていくというようなことをぜひやっていただきたい

なというふうに思います。それに対して町長の考え方、それらについて御答弁をお願いした

いと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、村木議員から提案されましたそういう施設の見直し、これは当然、

ここの維持管理を考えていく上で必要と考えておりますもので、これはある程度管理職会議

の中でそういうものを持ち出しながら、そういうことはちょっと検討していきたい。 

  そういう中で、当時施設をつくってくれれば自分たちがやりますというのは、今言ったよ

うに、村木議員が言ったやつも、例の東の上のところですよね。そういうところは、やっぱ

り基本的にはやっていないと。それで、こっち側は住民福祉課ならちゃんと委託しているか

らやっている。そういうところがありますもので、今度はつくる、いざつくってくれといっ

ても、本当に維持管理をやるかどうか。これはちゃんと確認をした中でやらないと、もう自

分はそういうことはつくらないと言います。ある程度つくってくれるまではいいことを言っ

た中で、つくってしまえばもうそんな維持管理はしない。そういうことはもうないような方

向でこのまちづくりをやっていきたい。 

  そして、また１点、またこの漁港のことも出ました。一応この前の稲取の管理会ですか、

そのときに一応、12番議員からもそういうことを言われた中で、一応そういうこともやっぱ



－52－ 

り直さなければならないと考えておりますもので、半年かけてちょっと検討させていただき

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第４問、地方創生についてを許します。 

  ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） ４問目、地方創生について。 

  これは９月３日の新内閣において、地方創生担当大臣が誕生したと。まだできたばかりで、

どういうことをやるのかというのもまだわかりませんけれども、当然国の事業に乗っていく

には今から研究が必要なんだろうと、その辺の情報集めも、これは必要で、これもまた法律

もできてくる話になるんだろうと思います。 

  そして、これによって、１点目、国の地方創生に対する方向性について、町長のお考えを

聞きたいと。 

  そして２点目、観光政策に利用できるかという内容でございます。 

  御答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 村木議員の第４問、地方創生についての１点目、国の地方創生に対す

る方向性について、２点目の観光政策に利用できるかについて、関連がありますので一括し

てお答えいたします。 

  地方創生に関しましては、秋の臨時国会に地方創生基本法案が提出され、年明けの通常国

会に2015年予算が諮られますので、今後の国県の動向を注視し、できる限りの施策展開を図

っていきたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 基本法案が当然できるわけでございます。その三兆幾らの予算を特別

枠でということでございますから、当然それだけの金を動かすわけですから、法律で動いて

いくということになると思います。 

  しかしながら、この新聞等を見ていますと、まずこれは人口政策だということでございま
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す。本来であれば、担当は企画あたりなんだという気はしますけれども、あえて単発的な事

業ではまず無理だろうと。これに乗っていくには、まず計画的にきちんとしたスケジュール

をつくっていかないと、まず採択はされないんだろうなという気がします。 

  そういった中で、観光を利用していかに人口を増やせるかとか、そういったことが一番の

政策になってくるのかなという、うちの町としては。そうしたときに、では何をしていこう

と。そして、また先ほどの空き家対策等に戻るんですけれども、そういったものを利用して、

地元で使えるような野菜をつくるとか、そういったものも一つの観光の人口増の政策に枝と

して入れていくとか。観光を柱にして人口をこうして増やすんだというようなことを、枝葉

をつけて今から研究していくと、多分地方はそんなことをみんな考えてやってくると思うん

です。ですから、それを１次産業とどういうふうに３次産業とリンクさせていくか。そして、

それを地消地産でやっていくとか、そういうことを計画的に、ホテルで欲しいものをそうい

ったよそから来た人につくっていただくとか、そういうふうに、そしてあるいは伊東には観

光船なんかもあるんですけれども、この町はないですとか、そういったものも誘致していく

のか。そんなに大きなものでなくてもいいから、ではそういうものでハサミ石を見せるとか。

そういうところをよそから来た人に営業してもらうとか。 

  ですから、そういった枝葉をどうやって咲かせていけば、観光を利用しての人口が増えて

いくかと。多分この人口が増えるというところが一つのみそだと思うんですね。ですから、

いわゆる１次産業と３次産業、それをどうやってリンクをさせて人口を増やすかと。そこの

ところを今から少し研究してもらいたいなと。だから、従来と違った、また観光政策にはな

ってくるんだろうというふうな気がいたします。 

  そういったところで、これは課の垣根を乗り越えて、そこのところをひとつ、国がやる前

から情報を仕入れて方向性を見出してもらいたいと。そうすると、やはり行政の中で横のつ

ながりもできてきて、１つにはその町の観光政策というものが、よそと違うなというような

こともできてくるんだろうというふうに思います。 

  そういった政策を今から来年の予算づけが終わるまでに一生懸命考えて、それでなるべく

早く手を挙げて、なるべく話題性を持たせて、そして観光客の誘致というか、そういったも

のに視察が来るような案をいろいろ考えていただければ、これは利用できるなというふうに

思います。 

  そういったことが、これは観光課というより、やはり企画なんだろうなという気はします

けれども、だからそういった調整機能を持った課が音頭をとってやっていくと。それに対し
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て、農水ですとか観光ですとか、いろいろなところがバックアップして知恵を出し合ってい

くというような体制もつくっていただきたいし、また今から研究もしていただきたいという

ことで町長に御答弁をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 村木議員からの提案がありました。もっともだと。その上で、この地

方創生するというのは、村木議員が言ったように、人口減少、また東京集中の両問題の共通、

地方を再生するというテーマを設定した点に特徴があるとはっきりうたっております。そう

いう中で、いち早く国の情報、これを得るためには、ここにある政権与党の自民党の議員さ

ん、また公明党の議員さん、またいろいろな議員さんの中で、国の情報をできるだけ町は情

報を早く集めた中で、そういう今、村木議員が言われたようなことは早急にやらなければな

らないと考えております。 

  そういう中でやっぱり、今、１次産業と３次産業という、これは６次産業という県がやっ

ている中で、今、自分が考えているのは農業と商業の若手、一生懸命やっている。これはう

まくいっているんですよ。しかし、何回も言っている、このせっかくの観光立町という、こ

の観光のほうの若手が出てこないのもいかがなものかというんだけれども、これ議場でも何

回言ったけれども、まだまだ認識が足りないもんで、また再度提供を促す。やっぱりこれか

ら、今言ったように、この町、観光でいくしかありませんもんで、とにかく観光の方が真摯

に受けとめた中で、これからのまちづくりを真剣に考えないと、いくら今、１次、２次の若

手が頑張った中で、やっぱり観光がその食材を使うとか、そういうこともやっていかなけれ

ばとんでもない、まちづくりはできませんもんで。それは再度強くその辺の話し合いをやる

ことは、やっていきたい。 

  そういう中で、観光に対するいろいろな提案がありました。当然それを先取りした中で、

この役場の中でそういうプロジェクト、プロジェクトと言っていいかどうかわからないです

けれども、そういうものを立ち上げた中で、どこの課が主になるかまだわかりませんけれど

も、そういうプロジェクト的なものは、一応まず国の情報を得た中で、それはやっていく、

乗りおくれない。また、今言ったように精神的なそういう東伊豆町ということができれば大

変よいと考えておりますもので、この地方創生に乗りおくれないで、乗りおくれる前にもう

前進、先進的な地域という、そういう中で頑張っていきたい、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（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 
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（５番 村木 脩君登壇） 

○５番（村木 脩君） 先進的な町になっていきたいということで、それはぜひ利用していた

だきたい。 

  これは、やはり2050年ごろにはもう１億人を、日本国として確保したいんだと。これはも

う国の方針でやっていくことなんだろうとは思います。そしてもうこれは真剣に、労働力不

足にも一番かかわってくることなんで。ですから、労働力不足になってくると、今でももう

ちょっとした３Ｋの仕事には人が集まらないとか、そういう時代になってきていますので、

そういったところを踏まえた中で、ぜひ新しい分野を開発していただきたい。 

  私たちの町も、幾ら観光、観光といっても、やはり人手は必要なわけで、これに対してど

ういうふうに人口を増やして、当然人手が足りないんであれば、今からでもそういう手は打

っていかなければいけないというふうに思います。ですから、ぜひ東伊豆町として観光立町

をうたうんであれば、やはり新しい観光を利用して、新しい目玉となるように、観光立町と

しての町長が言ったように先進町になれるように、ぜひ頑張っていただきたいなというふう

に思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、村木議員が言ったように、町としてはその先進になるように頑張

っていきたいと考えております。その中で、一番危惧しているのは、この３兆円がばらまき

で、ばらまきはしないと言っておりますけれども、竹下内閣ではないけれども、もう１億円

をばらまく、そういうことだけはやめてもらいたい。やっぱり真に地方に大事な予算づけを

してほしいということは、また言っております。本当にばらまきだけはやめていただきたい

と。 

  そういう中で、村木議員が言ったように、この東伊豆町の独特なそういうまちづくり、こ

れをやっていきたいと考えておりますもので、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ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で５番、村木さんの一般質問を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２８分 

 

再開 午後 １時３８分 
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○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 藤 井 廣 明 君 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さんより、一般質問で掲示板を使用したいとの申し出があ

りましたので、これを許可します。 

  次に、６番、藤井さんの第１問、空き家対策についてを許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 通告しておきました、２問通告してありますけれども、第１問が空き

家対策についてということで質問したいと思います。 

  これは、先輩議員等も、さきの議員の人たちも質問した件もありますので、多少ダブると

ころもあるかと思いますけれども、私なりのなるべくダブらないような観点でお聞きしたい

と思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

  人口の急激な減少に伴い、各地で空き家、遊休地が問題となっている。当町も例外ではな

く、景観上、防犯上も対策が急がれる。 

  そこで、以下について質問いたします。 

  先般来、調査していたということでございますが、その調査の結果の分析はどうなってい

るか。 

  それから２番目、空き家バンクというようなものをつくるお考えはないかどうか。今後の

対策をどうなされるかお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 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、空き家対策についての１点目、調査結果の分析は、

２点目の空き家バンク制度をつくる考えは及び３点目の今後の対策はについては関連があり

ますので、一括してお答えいたします。 

  先ほど村木議員にもお答えいたしましたが、空き家調査につきましては、空き家の現状把
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握を目的に25年度に実施いたしましたが、集計のみで分析までは行っておりません。交流、

定住対策に寄与させるため、27年度の空き家バンク開設に向けて、先進地の視察や仕組みづ

くりも検討をしているところでございます。また、今後につきましては、空き家の適正管理

や利活用の検討を考えております。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） ただいまお答えいただいたんですけれども、空き家に関しては調査が

なされておりまして、この後、議論をされる施策の成果説明書、この中にも住民福祉課のほ

うから提起されているようですけれども、49ページのほうに、各地区の空き家等が示されて

おります。 

  具体的な数字はともかく、全部で今、空き家としては856軒、町全体としましてね。調査

戸数が5,979だったと、そのうち、今申したように空き家が856軒、店舗が171軒だというこ

とでございます。これは全国的な空き家率といいますか、これは国のほうの発表なんですが、

13.5％という数字がありまして、当町が、単純に計算しますと14.3％で、ちょっとそれより

は多いかなというような数字でございますね。 

  これは、先ほど来議題になっておりますように、全国的な問題でもある。つまり人口の減

少において、当然人口が減ってくるということは、空き家が増えるというようなことになっ

ているわけです。ただ、この町の場合、やはり観光の町でもありますので、単に人口が減る

んだからやむを得ないだろうというふうには手をこまねいているわけにいかないだろうと。

さまざま町も対策をとろうとして、今調査している段階かなというふうに思っております。 

  例えば老朽化して、それが倒壊するような家屋はないのかどうか。それからごみの不法投

棄なんかのたまり場といいますかね、そういったものにもされかねない。あるいは、他市町

村ではよく、そこが若い人やらに住みつかれて、そこから出火したとか、放火の対象になる

とかというような、いわば犯罪上もこれはゆゆしき事態になるということで、観光地として

の外観以外にもそういった問題がありますので、これは、やはり何とか対策も講じなければ

ならないというふうに思っているわけなんですが、町もそのように認識はしていらっしゃる

ということかと思います。 

  これは、ではどうして空き家が増えるかと。単なる人口減少以外に、考えてみればお家で

すから、それまで住んでいた方がどなたかいらっしゃるわけで。その方のですね、これは大

きな資産になっているんではないかと。それが全然、いわば財産として、価値として流通し
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ないということが１つはこの空き家がどんどん増えていく理由ではないかと思うんですよ。

この点で、空き家、あるいは空き地、そういった場合の、空き家は税制上はどんなふうにな

っているのか。町としては、今現在は危ないような、倒壊しそうな建物とか、そういったも

のはあるのかどうか、この中にですね。先ほどの御答弁ではまだ分析はしていないというこ

とですけれども、緊急を要するような建物はないのかどうか。 

  それから、空き家調査の中には別荘地なんかも調査したかと。これはしていないですね。

していないですか。その辺。 

  それから、財産のはずなのになぜ売買がなかなか思うようにいかないのかといったような

問題に関して、これも質問したいと思います。 

  それから、先ほど村木さんの質問でも、あちこちの、竹田市の例なんかも出ましたけれど

も、既に空き家バンクなんていって、インターネットを開けばずらっとこう出てくるわけで

すよ。これは下手な不動産屋も顔負けのカラー写真で、外観、内部、条件ですね、いろんな

その、例えば賃貸したいのか、売りたいのか、駅からどのぐらい離れているのか、どういう

条件で貸したいと言っているのか、そういったことを町が間に入ってやっているわけです。 

  これなんかを見ますと、全部印刷するのは大変ですから、168番というふうになっている

わけです。ということは168軒もこういった物件を町が扱って成約を見たり、何らかの形の

解決を見ていると。現実によそから120人くらいの人間がですね、もうこれ住みついて、こ

ちらを買いたいというふうに言って、来ているというふうな例があるわけです。 

  これは市になりますけれども、それでも「住みません課」なんていうふうな、これは通称

でしょうけれども、その課の中にそういう１つのポジションをつくりまして、専門の課員を

置いて、それに当たらせているというようなことをやっているわけですね。ですから、そう

いうようなユニークな取り組みといいますか、真剣な取り組みといいますか、やっていると

ころなんかたくさんあります。 

  こういうことに関して、町もこの先、分析と同時に条例化を考えているかどうか。バンク

と同時にですね。空き家条例といったものをつくる考えはあるかどうかということです。空

き家管理適正化条例とでも申しましょうか、そういった条例を持っているところは、既に全

国で272件の自治体が既に持っているということで、こういう空き家管理適正条例をつくる

お考えはないかどうか。 

  これは国のほうも、今そういった空き家等対策の推進に関する特別措置法ですか、こうい

ったものが国会に上程されるという動きもあるんですけれども、そういったものを待って、
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また施行されるのを待ちますと、また先へずっとなりますのでね、これはなるべくスピーデ

ィーに対処されたほうがいいんじゃないかと思いますので、管理条例、それから空き家バン

クの設立といいますか、制度の創設なんかを考えているかどうか。それから、特別な課とい

いますか、課員なんかを置くような積極的な取り組みをお考えかどうかをちょっとお伺いし

たいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、藤井議員は、大きく３点の質問の中で、まず課でございますよね。

今適正化人口などで職員を減らしている中で、また確かに課を減らせば、今のところ空き家

対策の課というんですか、今、何て言ったっけ、住みせん課ですか、そういうものは今のと

ころちょっと考えておりません。 

  そして次に、条例に関しましては、これは当然国県、当然そういう中で、国のほうがそう

いう空き家対策に対して補助金とかそういうのを出すなら、当然また条例とかいろんなもの

が要求されてくると考えておりますもので、今のところ要綱で対応しようかと思っています

けれども、一応、国とかそういうところが条例まで求めてくるようであれば、当然先読みで、

国の情報を先読みした中で、それは条例化していきたい。今のところ要綱で対応しようかと

いうことは考えておりますけれども、場合によってはそういうことで、国によって条例化も

これは考えざるを得ない。そういう考えでございます。 

  あと、倒壊のおそれ、これは本当に先ほど言ったように、所有者がありますもので、今、

一番町が心配しているのは、はっきり言ってＡ温泉ですよ。Ａ温泉の穴切の向こう側に行く

と、３軒くらいちょっと廃業している建物があります。基本的にはそこから外壁が道に落ち

るもんで、これを何とかしたいという中でやっている中で、やっぱり建物の所有者がいるも

んで、町独自ではできませんもので、それを何とか国のほうの規制緩和か何か、そういうと

ころで、そういうところは町が立ち入ってもいいようなことを言ってもらえれば大変ありが

たいです。一応その中で、倒壊するような建物に対しては町は大変苦慮しているということ

は現状でございます。 

  さらに、何回も言っているように、この空き家にも基本的には土地所有者、建物所有者、

この同意が得られないことにはできませんもんで、今言ったように、建物の所有者に対して、

空き家に対して積極的に貸してもいいよとなど、今、調査しているような現状でございます。

さらに、壇上で言ったように、空き家バンクにつきましては、うちも基本的には27年に開設

したいなという中で、担当課、これは企画になりますけれども、企画あたりが、先ほど言っ
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たように先進地の視察、また仕組みづくりなど検討しているのが現状でございます。町とい

たしましては、この空き家バンクに関しましては、一応27年度に向けて開設したいな、そう

いう方向でございますもんで、御理解願いたいと思います。 

  売買、これは、やっぱり先ほど何回も言ったように、これは本当は相手方がありますもの

で、空き家バンクをつくるには、当然町の不動産屋とか、何かそういうのも入ってくるみた

いですから。それはやっぱり町独自では、町は情報提供した中で、そういう不動産屋とか何

かで売買をやるならやる、そういう方向でいきたいと思っています。売買まではちょっとあ

れです、考えていないというか、なかなか厳しいじゃないかというのが現状でございます。 

  税制上の問題というのは、これは、空き家が現状の税はどうなっているかというのは税務

課のほうでちょっと、担当課のほうから説明いたさせますので、よろしくお願いいたしたい

と思います。 

○議長（鈴木 勉君） 税務課長。 

○税務課長（正木三郎君） 税制上の問題について、価値の関係の御質問が出たので、税務課

のほうから説明します。 

  空き家でありましても、建物が現在建っているという状況であれば、課税のほうは、価値

としては同一の課税になります。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） これは当然所有者の意向が強く反映するんじゃないかと思うんですが、

ただ難しさはそこに、この町にですよ、いなくなってしまったとか、よそに行ってしまった

ような例とか、御子息等々親族も含めて連絡がつかないなんていう事態が出ているんではな

いかなというふうにちょっと思いましたので、税制上というのはそういった問題も含めてど

の辺まで把握しているのかな、追跡できないような案件もあるんじゃないのかななんていう

ふうに思っているわけです。そういったことがないかどうかちょっと承っておきますね。 

  それから、これは例えば普通一般に取り壊すということになれば、100万とか200万とかそ

れ以上とかかかるんじゃないかと思うんですけれども、そういった費用と、それから逆に更

地にすることによって、税金が高くなるということはあるわけですよね、固定資産税のほう

が。そのことがいわば足かせといいますか、それで二の足を踏んで、なかなか撤去しないと

いいますか、空き家のままになってしまっているという例もあると思うんですよ。 
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  ですから、私は、ここでやはりどうしても税制上の問題、その辺の問題を解決するために

は、何らかの形で、自主的に例えば撤去したとか、これは美観上、あるいは危険であるとか

いう建物を町が指定して改善の命令とか、あるいはお願いとかね、いえいえ、これは条例に

よってそのことはやっている市町村はいっぱいあるわけですよ、全国で272と申しましたけ

れども。ずらりとですね、こういうあれで４枚も５枚も刷れるわけで。そういう市では、ど

の辺まで踏み込むかは、それは確かにあるんですよ、強制力を持たせるかとか、それは持た

せないとかですね。ですけれども、危険性があれば、それは強制的な撤去も考えられるとか、

その場合は費用はどうするのかとかいうような問題は、当然条例化しないとまずいと思うん

ですよ。 

  そういったことも含めて、ただいま申しましたように、何らかの税制上で自主的に撤去し

た方にはそれなりの税制上で何年間か、例えば固定資産税を優遇するとか軽減するとかいう

ような方法はとれないかどうか等も含めて、先ほど税制上というふうに伺いましたもんです

から、ですから、今後、国がそういう法律、これはつくるかもわかりません、だけれども、

いつになるかわからないということも事実ですね。今度のそれこそ秋の臨時国会あたりで上

程されるかもしれませんし、上程されても、また法的に施行されて実効性を持つには、まだ

ずっと先になるかもわかりません。全国にもう既にしてですね、2011年ぐらいからもうどん

どんできているわけで、やはりこの町もこれを積極的に解決する方策を探っていただきたい。 

  先ほど、別に課を新しくつくれとか何かじゃなくて、これは現実に今ある課の中に、そう

いった担当の部局なんかをつくって、それを愛称といいますか、住みません課と言ったのは、

それこそ半分ジョークのね、おふざけのあれなんですが、それなりの成果は上がっていると

いうことで。それから、松本市の例ですと、空き家を若い人のシェアハウスですか、そうい

ったふうなものにも使えないかというふうなことで探っているとか。 

  確かに難しい問題はいっぱいありますけれども、その難しさをクリアして、何とかこれは

この町でもそういうものを盛んにして、いわばよそからこの町に住みたいという方もいっぱ

いいらっしゃるわけですよ、実際定年退職したら、暖かい伊豆のあたりで住みたいななんて

いう人は、これはいるんですよ。たくさんいる中で、しかし一方ではこの中で町で14％以上

の高い空き家率になっていると。ますます増える確率もあるということで、何とかその仲立

ちに立って解決されると、人口の増加にもつながるんじゃないかというふうな観点から私申

しますので、ちょっとその辺、税制上の問題を含めて御検討いただきたいと思うんですが、

よろしくお願いいたします。 
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○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、藤井議員が熱く語っていただいたように、町でも同じような考え

でございます。それは壇上で言ったように、これから今後は空き家の適正管理、利活用、こ

の中でいろいろ税制の問題のことを考えていくつもりでございます。当然少子化対策とかい

ろんな面で空き家は大変重要な案件となると考えておりますもので、できるだけこの空き家

が埋まるような方向、当然そういう方向でまちづくりをしていかなければ、ますます空き家

が増えていくことはもう現実問題でございますもんで。その中でこの町に住める、住む、ま

たそういうことに対して先々負担のかからないような方向、そういう方向で今後適正管理、

また利活用の検討、今後半年の中でやっていきたい。 

  また、利活用、藤井議員が言ったことも含めた中で、この適正管理とか、この役場内でい

ろいろちょっと検討してみたいと思いますもんで、ある程度また案がまとまりましたら、一

応また議会のほうの皆さんに、一応こういう中で空き家をやっていきたい。今はそういう考

えでございますもので、御理解を願いたいと思います。 

  さらに条例につきましては、本当はまず条例も大事です。私としては自負して、やっぱり

臨時の職員を使って全町を挙げた中で、これは目視でございますけれども、全町を挙げた中

でこれだけあって、これだけの空き家がありますということは、なかなかほかの自治体では

やっていないかと考えております。確かにありますけれども、町を挙げた中で全町を建物調

査したというのはなかなかこれはまれじゃないかと自分自身は考えております。 

  そういう中で、今回空き家の数が出ましたもので、これはあくまで目視でございますから、

基本的には、何回も言っているように、これからは所有者を調べて、その所有者が本当に空

き家を活用していっていいよということを言った中でこれはやっていきたいし、町としても

その方向でいきたいし。また、倒壊するやつに法的な規制ですか、それができるかどうかも

これは今後検討した中で、それは当然そういう条例ができれば、当然町に対して、空き家に

対しましてはイメージも悪いしですね。それはそういうことが法的に強制力があれば、それ

は町はやっていきたい。今はそういう考えでございますけれども、これはいろいろまだまだ

検討しなければならないことでございますから、一応町の方向性を言っておきますけれども、

検討した中でまた議員の皆さんにはお示ししていきたい。今はそういう考えでございます。 

  以上です。 

（「税制上はどうですか。税制上の優遇措置」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 税務課長。 
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○税務課長（正木三郎君） 税制上の優遇措置についてですが、実際に今、災害による崩壊で

あるとか、そういうものによって税制の減免をするという法はございますけれども、持ち主

の空き地を壊したからといって減免するという法は現在はございません。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に第２問、土砂災害についてを許します。 

  ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは、第２問の土砂災害についてをお尋ねしたいと思います。 

  これは今日も伊豆急なんかがとまったりしまして、非常に大きな雨が全国各地で降ってお

ります。今現在また広島市のほうでは行方不明の方がまだいらっしゃるくらいの状態で、全

体で74名の方が犠牲になったということで、心から哀悼の意を表して、また遺族の方、被害

に遭われた方にお見舞い申し上げたいと思います。 

  先月広島市に起こった豪雨というのは大きな災害になったわけですけれども、その１年前

には大島にもありまして、これは先ほど町長も報告なさっていましたけれども、非常にまだ

完全な復旧を見るまではいっていない。そういった災害が頻発しているということで、この

急傾斜地がある我が町も、その中から何を教訓化して、どういうふうにこれからの防災政策

に生かしていくか、対策に生かしていくかということで伺いたいと思います。 

  ここに至る全国各地で頻発する土砂災害、この大きな土砂災害について町長はどんなふう

に見ているか。 

  それから２番として、当町での危険箇所の把握と地域の指定はどうなっているか。 

  それから３番目に、避難指示や勧告、避難先などのマニュアルはどんなふうになっている

か、これをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 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、土砂災害については３点からの質問ですので、順

次お答えいたします。 

  まず１点目の全国各地で頻発する土砂災害をどう見るかについてですが、近年地球温暖化

による環境の変化に伴い、非常に激しい雨が局地的に集中して降る傾向が強まっており、各

地で１時間当たりの降水量が過去最高を記録するなど危険な豪雨が増え、今まで土砂災害の
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少なかった地域にも大規模な土砂災害被害が広まっており、懸念しております。 

  ２点目の当町での危険箇所の把握と地域指定はどうなっているかについてですが、平成11

年に発生した広島災害の教訓から、平成13年に土砂災害防止法が施行され、その後県の補助

金を受け、町内の土砂災害に関する地形調査を実施し、危険のおそれのある地域を視覚化し

たものが平成17年に町民の皆様にお配りした東伊豆町のハザードマップでございます。 

  このハザードマップは、各地区の自主防災活動において地域の危険箇所の判断目安とされ、

現在においても活用をされております。静岡県では、このハザードマップをもとに、平成23

年11月から平成24年１月にかけて、土石流と急傾斜地の崩壊の指定に係る地元説明会を実施

し、平成24年３月に指定をしたものが、東伊豆町における土砂災害防止法の危険地域でござ

います。 

  現在、東伊豆町には急傾斜地の崩壊の特別警戒区域指定地が54カ所、警戒区域指定地が55

カ所、土石流における特別警戒区域指定地が10カ所、警戒区域の指定地が22カ所ございます。 

  ３点目の避難指示や避難勧告、避難先などのマニュアルはについてですが、避難勧告マニ

ュアルにつきましては、平成23年３月に国県のマニュアル案に基づいて、避難勧告、避難指

示の発令基準を定め、発令に当たっては人命第一という考えのもと、空振りとなってもいい

との思いから、早期発令に努めているところであります。避難場所につきましては、原則学

校の体育館など広域避難場所を予定しておりますが、状況によっては身近で安全な地区防災

センターや公民館への避難も想定しております。 

  なお、毎年６月にマニュアルに基づいた土砂災害に対する避難訓練を自主防災会や危険地

域の住民参加により行っているところであります。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） 先ほどはハザードマップはたびたび口の端に上っているわけですけれ

ども、私も今日ちょうど持ってまいりました、１枚ね。それは１つ理由があるんですが、以

前のハザードマップともまたちょっと違っている。当然いろんなところに力点があるからと

思うんですが、この後ろのほうに、これは古いほうなんですけれども、前のやつは土石流と

か崖崩れ、地滑りというのがかなり大きく出ているわけですよ、これ。ハザードマップの後

ろの面ですね。ところが、今現在のハザードマップには、この土石流、崖崩れ、地滑り、こ

ういった土砂災害というのが一切出ていないんですよ。これは地震、津波でね、現在のハザ

ードマップが埋め尽くされているわけですね。 
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  ですから、ここがね、私は、町長、やっぱりこうじゃないかと思うんですが、力点の置き

方が現在は非常に切迫してきたといえば切迫している巨大地震に対して注意を払うのは当然

なわけで、それはいいと思うんですよ。ただ、やはり今回の土砂災害なんかは非常に身近な

ね、いつでも起こり得る、ちょっと雨の位置によっては、あれは大島じゃなくてこっちの側

だったかもしれない。そうするとああいった災害が起こる。 

  それで、降り方が半端じゃないわけですよ。町長もおっしゃったように、地球温暖化の影

響かわかりませんけれども、これまでに見たことも聞いたこともないような雨が降って、ひ

どい豪雨になるというような時代になってきたわけですよ。 

  大島の場合ですと、24時間に824ミリ降ったと。24時間に824ミリというのはすごい量だと

思うんですよ。今回のあの広島のほうですと、これは７時間ですけれども、287ミリ降った

ということで、犠牲者がどんどん増えている。大島の場合ですと、例えばそこに要件として

は、土砂災害を起こしやすいような火山灰の地層だったんじゃないか。それから、広島です

と真砂土というんですか、そういうやはり特殊な非常に水にもろい土質だったというような

ことが共通して言えるかと思うんですよ。 

  それからまた、土砂災害の場合は、大体建物の中でみんな亡くなってしまうと。100％大

島の場合は建物の中だったというふうに言われていますし、今回も広島のほうでもかなりの

部分が、半数以上はとにかく建物の中、80％ぐらいが建物の中だったと言われているわけで

すね。 

  そうしますと、そんな中でさらに避難する場所とか何かによって、やっぱり違うわけです

けれども、61歳の方が、例えば大島だと54％、広島だと60代以上が51％だったと。半数以上

が60歳を超えた人たちだったということで、いわばよく言われる災害弱者といいますか、そ

ういった方が犠牲になる率が非常に高いということで、これは今までの、あるいは今現在使

っている地震、津波とはまた別の避難の方法とか、避難のあり方というものを考えないと、

やはり大きな災害を引き起こしてしまうんじゃないかと思うわけです。 

  例えばこの広島の場合ですと、15年前にもやはり40人も亡くなったような大きな災害があ

ったんだと。にもかかわらず今回、15年過ぎてまた74人も犠牲者を出してしまったというこ

とでは、全然、そういう意味では何ていうんですか、教訓化されていないといいますか、線

引きがおくれたといいますか。どんどんこの住宅が建つに任せて、山の危険と思われるよう

なところにも建ってしまったということが言えるわけで。そういう意味では、よそ様の災害

ですけれども、これはもう本当にいつ自分たちの身の上に降りかかるかわからないというこ
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とで、他山の石としてこれを教訓化して、何とかこの中から１つでも２つでも教訓を引き出

して、１人でもこの町から犠牲を出さないという決意で、やはり取り組んでいただきたいな

と思うわけです。 

  その際に、この町にもそういうスコリア層というのはあるわけで、これはそれこそ三筋山

からのこちらの海まで、３カ所にわたってスコリア丘というふうなものがあって、地下水が

非常に浸透しやすいんだというふうに言われているわけですけれども。そういった点では、

真砂土というんですか、そういう、あるいは大島の火山灰のような危険な地層というふうな

ものはこの町はないかどうか、その辺は大丈夫かということですね。 

  それから、今回、大島なり広島でもよく言われるんですけれども、情報がですね、気象庁

が例えば情報を発令したんだけれども、その情報を、ファクスを見ていなかったというよう

なことが広島でも言われているわけですよ。 

  ですから、こういうふうに深夜に起こる可能性、明け方未明に起こる可能性があるわけで、

そういったときに情報収集といいますか、それをキャッチする体制は、町はどんなふうにと

っているのか。休日、夜間、そういったものに対して、人数が少ないという中で、こういう

情報を即生かして犠牲を防ぐような段取りといいますか、そういった取り組みをしなくては

ならないんじゃないかと思うわけですね。そういう点で、休日、夜間、未明、そういったも

のの取り組みはどうなっているかということを伺っておきたいなと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず監視体制でございます。これは当然もう国県からの情報は職員は

もう見逃さない、これは当然のことでございます。そういう体制は、私といたしましては、

ヤフーさんの天気図があります。それは６時間先のことが書いてあります。大体６時間後の

先のことを見通した中で、これは役場に待機しなければならないかなといったら待機いたし

ます。大島のときは待機いたしました。やっぱり基本的には国県の情報、職員はもう絶対逃

さないと、これはやっておりますし、私といたしましては、天気図を見た中で、今後この町

の予測をした中で対応している。また、役場にいなければならないときは役場にいますし、

そういう体制をとっておるのが現状でございます。 

  それから何回も言ったように、国県が避難勧告を出さなくても、私が雨のレーダーみたい

な形、もう真っ赤であればね、当然もうほかの意見を聞かないで、もう空振りを恐れずに、

この町は６時間後にこういう真っ赤な地図になっているもんで、これは私としては避難勧告

をします。そういう気持ちでいるもんで、その辺は御理解願いたいと思います。 
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  あと、危険箇所におきましては、今回ハザードマップをつくる中にそういう危険な場所が

出てきます。それは担当のほうがちょっとそのハザードマップについてはどういう内容か、

ちょっとまた内容は説明いたさせますが、基本的には藤井議員が言った、この前、８月31日

の防災訓練も、副知事が来たときに、集中豪雨、土砂災害は、伊豆半島はもうこれはいつ来

てもおかしくないねということを言っております。やっぱり基本的には地震、津波に頭が行

っておりますけれども、我々は、伊豆半島は土砂災害も同じような、かつまたそれ以上注意

した中でハザードマップをつくっていかなければならないと考えておりますもので、その辺

は御理解願いたい。 

  その中で今、今回のハザードマップ、これですか。これがないと聞いています。これはこ

のような中で、一応じゃ広報でこれをちょっとお知らせしようかということは僕はやりまし

た。やっぱりこの地滑りにおきましても、土石流、急傾斜崩壊、地滑り、３カ所やっていく。

この辺もまた町民の方が再認識していただければ大変ありがたいと思いますもんで、そうで

すね、それはまた再度広報でやっていきたいと考えております。 

  それから、危険な地層につきましては、担当のほうからちょっと現状を説明させますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） 土砂災害等ハザードマップの作成についてでありますが、本年

度、津波の浸水区域、それから土砂災害の警戒区域を網羅したハザードマップをつくる予定

でございます。今、掲示板にある防災マップというのは、これは当時の防災担当のほうで地

震等を中心につくった、平成16年にこれ全戸配布した防災マップとなっております。 

  もう一つは、先ほどから出ています17年に建設課と下田土木事務所が共同で発行しました

東伊豆町ハザードマップというものが２種類、町のほうで配らせていただいております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） 町内に危険な土質の箇所がないかという御発言ですけれ

ども、伊豆半島全体が全般的に花崗岩というのか、噴火によって堆積した地層を持っていま

す。それが部分的に白田とかスコリア層ありますけれども、先ほど議員がおっしゃられた真

砂土という、もろく花崗岩で雨に弱い土地が地滑りしたという形のところは、私がちょっと

把握している限りではないかなと思います。 

  ただ、地層のことですので、全て100％ないかということは言い切れませんけれども、稲
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取について、東伊豆町につきましては、危ないところは少なくても広島よりは危険の回避が

できているのかなという感じに思っています。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

（６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） その中で、私は危険箇所、先ほど示していただいて、自分でちょっと

数えた範囲では28カ所が赤い何かあれになっていたんですが、大分ちょっと数が違うんで、

後でまた正確な数を教えていただきたいなというふうに思いますが。 

  それと同時に、ちょっと今までと違った形の災害の考え方をしないとまずいんじゃないか

ということで、弱者に対する避難の方法、これをきめ細かくやる必要があるんじゃないかと。

それから、マニュアルに関しては、作成はされていると言うんですけれども、具体的にこの

町では何ミリの雨が降ったら避難指示をするのかというふうな形の具体性を持った数値はど

んなふうに考えているか。 

  そうしませんと、例えば今回広島市のある地区では、警戒雨量の基準が79ミリ、それから

避難の基準が106ミリだったというふうになっているわけです。ところが、全然これはあっ

という間に突破されているわけですね。１時間にもう100ミリを超えるような雨がどんどん

出てきているわけですから、そうしますと、これは当然マニュアルなんかも見直さなければ

ならないんではないかと思うんで、その点を１つ。 

  それから、その場合に、見直しも各地区ごとにやらないと、これは自主防災ごとでしょう

か、町全体でしょうか。町全体ですか。その辺がどんなふうに、きめ細かくということは、

私は地区ごとのほうが具体的に必要かなというふうに思っております。 

  それから、災害の危険箇所と言われる中に、いわゆる人家、そういったものはやっぱりあ

るわけですよね、これは当然。その中に、ですから何軒くらいの人家があるか、住んでいる

かというふうなことをもし把握していたら、これは教えていただきたいなと思います。 

  先ほど御答弁の中で、県からの何かの指示でそういう避難警戒区域の中にかかっているう

ちは、ちょっと集まりなさいというふうに集まって、その対策等々をお知らせしたというよ

うなお話もあったと思うんですよ。ですから、それがどのくらいの人数がそれに含まれるの

か。それで、その人たちに避難の方法を周知する方法は、毎年６月の土砂災害の警戒の訓練

ですか、そういったものをやっていると言うんですが、参加は大体どのぐらいあるのかです

ね。この前の８月31日のような大がかりな土砂災害のあれはちょっと見当たらないと思うん
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ですよ。ですから、その辺は周知徹底しているのかどうかということも含めて、その辺承っ

ておきたいなと思います。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは事務方から説明いたさせます。 

  だけれども、まず急傾斜地の崩壊、この特別警戒区域の指定地が54カ所です。これは急斜

崩壊。それで、警戒区域指定地が55カ所、これが急傾斜地の崩壊です。土石流におきまして

は、特別警戒指定地が10カ所、警戒区域指定地が22カ所でございます。これが戸数です。 

  それとあと、地区ごとに避難勧告と言いました。伊豆大島のときに、うちの町は６部落に

分かれております。その中で各地区に雨量計とかそういうものがあればいいんですが、あり

ませんもんで、もう伊豆大島が来たときにすぐに自主防災会長を集めた中で、うちの町はも

う避難勧告は全町に出しましょうと言いました。やっぱりここが多いかここが少ないという、

うちの町は大変地形が長いですから、やっぱり知っている人は結構難しいと自分は考えてお

りますもので、避難勧告とか避難に対しましては、自主防災会長には、出すときは全町、東

伊豆町全体で出しますということは話した中で、ある程度自主防災の会長には理解していた

だいたと考えております。さらに、何回も言ったように、広島の災害におきましても、一応

区長会のときには、今までどおり避難勧告とか避難に対しましては空振りを恐れず、もう早

目に出しますもので、御理解願いたいという中で、自主防災会長さんたちからもその辺は理

解を得ているのは現状でございます。 

  さらに土砂災害、これはよく言われるのがやっぱり、こんなこと言って、広島は起きるべ

くして起きたという、そういう言い方をされております。基本的には、何回も言うように、

先人たちの言い伝え、これもある程度これからは重視しなければならないと考えております。

そういう中で広島とか蛇の道とかいろんなことも聞いておりますし、やっぱり土石流、そう

いうことが起こりやすい土地ということは、もう何か前からも言われているようなことも聞

いておりますもので、やっぱり１つはまた先人たちのそういう言い伝えをこれからも町の中

にそういうところがあるか、または字名にそういう土石流とか土砂災害に関する字名がある

か。そういうことも１つのこれからは検討課題ではないかと、私は広島とかそういうことに

対しましては教訓として、自分は思っております。 

  そういう中で、弱者に対する啓蒙ですね。これは、そのとき、やっぱり広島というのはも

う30歳なんかもう弱者です、はっきり言って。もうそういう若い人も逃げ切れないと思いま

す、夜間ですから。そういうことは、あれに関しては私は全員が弱者だと思っています、あ
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の件に関しましては。しかしながら、例えば弱者に対します早目の避難勧告、これが大変重

要になってくるんじゃないかと考えておりますもので、自分としては避難勧告を早く出して

いきたい。それは、だけれども、県のほうで何ミリ出したらどうとか、こういうマニュアル

があると考えております。自分はそのマニュアルを恐れずに、もうある程度自分の判断、そ

のマニュアルもいかなくても、現状の雨の降り方とかそういうことがありましたらば、早目

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

  あと事務的なことはちょっと担当のほうから。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、マニュアルの基準ということになりますが、当町の

マニュアルにつきましては、雨量でマニュアルの判断というのはしてございません。という

のは、最近の雨量の降り方、雨の降り方、何時前から降っているかということになりますと、

皆さん御存じだと思うんですが、土壌指数というのがあります。土の中に雨の量がどれだけ

あるかというものによって大分変ってきますので、うちのほうは県と相談した中で、何ミリ

以上で避難勧告を出すという形はとっておりません。 

  ただ、うちのほうで今運用していますのは、大雨洪水警報、大雨警報の中に「（土砂災

害）」というものがついたときには、避難準備を始めるように自主防災会等にお願いをして

ございます。それと、土砂災害警戒情報が出たときには、基本的にはもう避難勧告を出すと。

あと、先ほど言った雨の降り方が数日続いている場合については、ちょっとその土砂災害警

戒情報が出たときに避難指示も状況によっては出す方向で町長とは話をしてございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） 先ほど戸数が地区内にどれだけあるかという御質問だっ

たと思いますが、ちょっと読み上げます。 

  東伊豆町では土砂災害防止法の区域を平成24年３月31日に静岡県の指定のもとに定めまし

た。その指定した区域が、土砂災害の土石流については全部で９地区、655戸、これは24年

３月30日時点の把握戸数でございます。それからもう一つ、土砂災害の急傾斜地の崩壊の地

域が９地区、総戸数が168戸ございます。 

  これについては、東伊豆町のホームページのトップページにおきまして、土砂災害から身

を守るためにというトピックスで掲げております。それを検索していきますと各地区に飛ぶ

ような形になっております。先ほど町長がおっしゃった土砂災害から身を守るための避難行



－71－ 

動の３パターンというのか、避難行動のイラスト図が載っております。その下に土砂災害の

指定区域図が載っていまして、そこを開いていきますと、各地区の土砂災害の土石流の指定

地区、また急傾斜の指定地区の地域分けの区域図が載っておりますので、町民の皆様も御参

照していただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） 土砂災害訓練の参加者の人数を答弁漏れがありましたのでお答

えします。 

  正確な数字ではありませんが、大体400名程度が参加していただいています。この広報に

つきましては、「広報ひがしいず」に土砂災害防止月間ということで広報してございまして、

なおかつ自主防災会を通じ、危険地域の方が特に参加していただきたいということで、地区

によっては１世帯ずつ回った地区もあると聞いておりますので、そういう訓練の方法をとっ

てございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で６番、藤井さんの一般質問を終結します。 

  この際２時40分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時２７分 

 

再開 午後 ２時３９分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開します。 

 

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

 

◇ 内 山 愼 一 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に２番、内山さんの第１問、稲取防災センターの建設見直しはを許

します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 
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○２番（内山愼一君） 私は、今回２問の質問をいたしますけれども、御答弁については一問

一答でよろしくお願いいたします。 

  まず第１点は、稲取防災センターの建設見直しについてということですけれども、これは

平成27年度建設予定の稲取防災センターについて、次の点を伺います。 

  まず第１点目の建設の見直しはどう図られたかということについては、前回の定例会のと

き、私３つほどの指摘をしたわけですけれども、その中でまず第１点は、町内に大型の修理

だとか改修工事、それがエコセンターだとか、あるいは白田の浄水場、これからそういう大

型の工事があるようなことがあって、財政的にどうかということが１つ。 

  それから第２点目は、ここの前回の定例会のことが書いてありますけれども、無人の防災

センターを建設することについては疑問じゃないかということで出したわけですけれども、

今財政の需要の問題等ですね、それから無人でこういう建物を建設することが果たして、防

災の施設だとしても、今の状況の中でいいのかどうか。 

  それからもう１点は、免震構造だとかとで、３階建の免震構造。そういう中で、地元の建

設業者が請負ができないじゃないか、そういうふうな３つのことを指摘したわけですけれど

も、その辺も含めて見直しがどう図られたのかどうか、その辺をまず第１点目にお聞きしま

す。 

  それから第２点目は、施設の機能をどんなふうに考えているのかどうか。 

  それと３点目は、実際にあそこは後背地が傾斜地を抱えているわけですね。そういう中で

建設したとき、建設のときですね、それから完成後に施設の運用に支障を来さないかどうか、

この３点を質問いたします。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 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、稲取防災センターの建設見直しはについては３点

からの質問となっておりますが、まず１点目、建設設計見直しはどう図られたか、２点目、

施設の機能をどのように考えているのか、３点目、後背地は傾斜地を抱えているが、建設時

及び完成後の施設の運用に支障は起きないかにつきましては関連がありますので、一括して

お答えいたします。 

  南海トラフ巨大地震の津波浸水被害想定を踏まえ、役場庁舎が浸水、液状化により使用が

できないことを想定し、高台に避難スペース、災害対策本部の代替機能を備えた防災センタ
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ー建設について、国の事業採択を受け、昨年度、国の補助金を活用し、設計を行いましたこ

とは御存じのことと思いますが、担当常任委員会による所管事務調査結果において、施設の

規模、位置などの見直しの報告を受け、国及び県へ見直しの範囲等確認をいたしました。 

  国及び県の意向を踏まえまして、補助対象となる範囲で施設規模の縮小と構造の見直しに

ついて検討し、さきの議会全員協議会で、住民、職員の避難スペース、災害対策本部代替機

能と施設機能は変えず、規模の縮小、構造を見直した内容で協議検討していただき、大筋で

の同意は得られたものと考えております。 

  施設の規模を小さくしたことから、後背地への影響を最小限に抑えたため、施設の運用へ

の支障は少ないと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４４分 

 

再開 午後 ２時４４分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 私、今ね、町長のほうから御答弁がありましたけれども、全く町長が

考えるようにしていかないと、当然、当初７億9,000万円というふうなことで、膨大な施設

をね、職員が常駐しないような中でやっていくことが果たしてどうかなと。今、財政的に負

担がかかるときにやっていくことが、果たして住民のためになるのかな。当然災害時にはフ

ル活用をすることは間違いないと思うんですけれども、平常の中でどういう格好の中で考え

ていくのかどうか。その辺のところが一番あれだったわけですけれども。 

  その辺で、今度の計画を見ると、施設が３階建てで鉄筋コンクリートで、免震構造で

1,717.4ミリ平米が、これが２階建ての鉄筋づくりで耐震構造で、約半分の84.80に設計を変

更した。それで、費用については、今回のものについては約４億で半分。それで補助金の部

分が２分の１ですから、負担が相当減ったわけですよね。 

  それで、１つは、この建物については、いずれにしても、建てることはいいけれども、大

きいものを建てることが、果たしていいかどうかということを１つとったわけですけれども、
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これについては十分クリアしたと思います。 

  それから、防災センターの位置の関係ですけれども、これは前回のときもちょっとは、役

場の庁舎は液状化の関係があってあれだけれども、今は新しい方法がある。そういう中で、

役場の中、ここで考えていくことも果たしてできないのかな。もう一つは、ほかの地域ね、

後背地がたくさんある稲取中学校の体育館あたりのところですね、駐車場だとかそういうも

のも含めて完全にいいところがあるかどうかという話もしたわけですけれども、それらにつ

いては一応補助金の対象とするについては、現在地でないと困るというようなことで、町長

が最終的に決断したと思いますけれども、これらについては、それでよかったのかな。 

  それでもう１点、私がお聞きをする中で、機能についてですね、施設の機能をどう考えて

いるかということですけれども、これは本部機能、それから災害時の避難施設として考えて

いるというふうなことですけれども、ふだんをどうするのかどうか、その辺が１つお聞きし

たいことと、これはふだんなかなか使っていくことができなければ、４億円の投資が宝の持

ちぐされになるのかなと、そういうふうにどうしても住民の一人としては危惧するわけです。 

  それから、人が常設をしないというようなことであったときに、維持管理がどうか。例え

ば１週間に一遍ずつ風を入れないとだめだとか、そういうようなことも出てくると思うんで

すね。それともう１点は、大地震というか、そういうものについても、南海トラフの地震に

ついてはここ30年のうちに70％の確率で来るような予測がされていますけれども、あした来

るのか、あるいは１年先に来るのか、10年先に来るというようなことはわかりませんけれど

も。いざ災害のときは、施設がフル活動するけれども、平常のとき、やっぱり活動すること

ができないと、それが宝の持ちぐされになるのかな、ちょっとそんな危惧しているわけです

ね。 

  そういう意味で、私は今の、今度新しく27年に建つ施設については、もう少し拡大して、

災害と名のつくような、防災と名がつくような会合だとか、あるいは研修だとか、あるいは

訓練に使うとか、そういうものについて国県に拡大解釈の要望というかね、そういうものを

してみることが必要かなと思うんですね。そういう点について伺っていきたいと思っていま

す。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） この防災センター、本当は当初は大変大きくて、３階建て、免震で金

額が７億9,000万、それで担当常任委員会からいかがなものかというようなことで見直した

中で、先般全員協議会におきまして、免震は行わないで耐震でいく、基本的にはメリットが
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ないということで耐震でいく。それで３階から２階。予算的にも７億9,000万から４億、縮

小した中でやっていきたい。それなんで、建物の用途的にはもう完全に防災センターと避難

地、避難場所ということです。 

  そういう中で、今、内山議員から防災に対する研修とかそういうのはどうかという中で、

その辺は担当課が説明いたしますが、あくまでも原則は避難場所と防災センター、これだけ

だと考えていただければ大変ありがたいと思います。 

  当然この建物に関しましては、やっぱり無人でございますけれども、それはできるだけ防

災の方がですね、この建物に行った中であけ閉めはやっていかなければ、言われたように、

その辺は基本的には建物がもう密閉状態だと、これはちょっといかがなものかと考えており

ます。その辺の開閉状態はやっていきたい、そういう考えでございます。 

  あとは、事務的なことは担当から。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、施設の利用について御説明させていただきます。 

  この防災センターにつきましては、国交省の補助金を使いまして、防災拠点という形にな

ります。町長も言いましたように、基本的には災対本部の機能と避難場所スペースを備えた

施設であるということになっておりますが、運用上はここで防災教育の推進も図ることも、

この事業の中で認められておりますので、今後は訓練、それから防災講座等々、あと、消防

署で行っています応急、救急の講習会など、広いスペースでできるようになりますので、そ

ういうことに利活用できればなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 今それを担当課のほうからお聞きして、そういうふうな形で使われて

いかないと、せっかく建てたものが無駄になるようなことだと思いましたから質問しました

けれども、そのことについては十分満たせる、それから、もう少し拡大解釈も、これから国

県のほうに要望していただけるということで考えていますけれども、よろしくお願いします。 

  もう１点、最後のところの傾斜地を抱えていましてね、建設だとか完成時について、先ほ

ど町長は問題ないということがありましたけれども、私も、やっぱり今、朝の質問の中で、

大勢の方から土砂災害だとかそういうようなものがあるわけですね。そういう点で、異常気

象、あるいは局地的な大雨というか豪雨、そういうことを考えると、ここの敷地のところは
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後ろが傾斜地でもあるし、それから水はけが余りよくないということで、土砂崩れが起きる

ような可能性もあるというようなこともお聞きしています。 

  それから、雨水対策については、集水ますをつくって、排水についてはＵ字溝で沼津川へ

通すというようなことの設計だそうですけれども、ここらの点が遺漏がないようにね、いず

れにしても行政が建てる施設ですから、土木のほうで簡単な格好で許可がおろされると思い

ますけれども、その辺ですね、土砂崩れが起きたり、排水が氾濫をして災害が起きるような

ことが、防災センターに災害が起きたら困りますから。人災としてそういうものが言われる

ような格好だと困りますから、その辺は十分対応してもらいたいと思っています。 

  もう１点は、この３階で免震でね、それが２階建てで耐震構造になったということで、地

元の業者のほうの入札が可能だと思うんですよ。そういう中で、町長、地元業者を中心に、

優先的に考えていただけるかどうか、その辺をもう１回質問したいと思いますけれども。 

  あとは、いずれにしても危険がないような格好のことを十分にやることと、それから、で

きればせっかく工事をやる格好ですから、地元の建設業者のほうで入札ができるような形を

ぜひとっていただきたいと思いますけれども、その辺についてお伺いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず敷地の安全性でございます。これは全協でも再三再四、議員の

方々からそういう心配事を受けておりますもので、当然それは十分考慮した中で、いろんな

専門家を含めた中でその治水対策、これはやっていきたい、そう考えておりますので御理解

願いたいと思います。 

  あと、工事関係でございますけれども、私８年間、基本的には地元優先という中でやって

おります。今回の工事に関してもそう難しい問題、工法という難しい問題はないと考えてお

ります、免震から耐震。そういう中で、やっぱり基本的には地元の業者の中で選定していき

たい、そういう考えでございますもので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、少子化対策の充実を許します。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） ２点目は、少子化対策の充実をということで、2040年の時点で当町の

人口が１万人を切って、若年の女性の数も現在の半分以下になって、町自身が800幾つなく

なると。それから、若い人たちのいない自治体が523になる。このまま町が消滅していくよ
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うな可能性があるということで、そういう危機感を持った格好の中で、今回の質問ですけれ

ども、まず現在の町の少子化対策、あるいは人口維持対策についてはどうなっているのかど

うか。 

  それから、２番目の揺りかごから安定した家庭生活が確保できる施策を講じるべきだとい

うようなことがありますけれども、これは、１つは、成人した皆さんが、男女の方が、充実

した安定した家庭生活ができるかということと、もう一つは子育てですね。子供さんが産ま

れたときから子育ての形のものを具体的な施策を講じるべきじゃないかということですから、

その辺の御答弁をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 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、少子化対策の充実をの１点目、現在の町の少子化

対策、人口維持対策は、２点目の揺りかごから安定した家庭生活が確保できる施策を講じる

べきではについては関連がありますので、一括してお答えいたします。 

  少子化対策につきましては、新生児１人当たり５万円の出産祝い金や子ども医療費助成事

業として中学生までを対象に、一部負担金を除く医療費の全額無料化、子ども未来支援事業

として不妊治療に係る費用の助成、給食費の一部の助成、放課後児童クラブの開設、ブック

スタート事業などを実施しております。 

  また、大幅な人口減少に歯どめをかけることを目指し、町の基幹産業である観光産業を核

に６次産業化を推進し、農林水産業や商工業が観光産業と連携することで、地域経済の活性

化と雇用の確保を図り、交流人口の拡大から人口の地域定着へとつなげてまいりたいと考え

ております。 

  なお、今後の国県の動向を注視し、できる限りの施策展開を図っ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（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 私、この件については、先ほども何人の方からありました。ちょっと

視点を変えて考えていきたいと思いますけれども、まず私が人口維持ということについては、

やっぱり役場が中心になって考えていかなければならないと思うもんですから、体系的に施

策を研究して、年次計画、目標を立てて、数値目標も立てて実行すべきだと思うんです。そ
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ういう点で、できれば、先ほど町長のほうで空き店舗の対策をつくらないということがあり

ましたけれども、私は少子化だとか人口の維持化というかね、そういうものを真剣に考えて、

そういうものを設置するべきときなのかな、そういうふうに受けとめています。 

  それから、東伊豆町が安心して、住みやすくて暮らしやすくてですね、子育てが最適であ

る、そういうような町、あるいは住民生活ができるためには、今求められている環境を、そ

れが何だということを考えると、まず人口維持の対策としては住居ですね。まず第１点は住

居、住まいの関係。よそからここの町へ来たい方、あるいはＵターンだとかＩターンで来る

方、ここにいる方、そういうことの中で考えると、まず第１点は住居、住まい。それから第

２点は職業、それから職場ですね、そういうもの。それから第３点目は伴侶、これは結婚を

して安定した生活を求めるために結婚というようなことがあります。 

  それで４点目は、これが一番初めかもわかりませんけれども、産業経済の振興と、それか

ら社会の、私、今３つの言ったものは個人の生活の基盤ですけれども、社会生活の基盤とい

うか、そういうものを４つ目に、産業経済の振興と社会生活の基盤の充実というようなこと

があると思うんですね。そういうことをですね、これらの点について考えていかなければい

けない。 

  その中で今日は、４点目の産業経済と社会生活の基盤というかね、全体的なものは別にし

て、今、個々のですね、個人の生活の中で考えていったときに、これらのあっせんを役場、

行政のほうであっせん、提供するというようなことが非常に大事じゃないかなと思うんです

ね。それには、やっぱりここに住民票を置いてもらうというか、そういうことを頭の中に入

れて、まず住民票をここに置いてもらうということを考えたときには、住居の点、それが住

居の点については、持ち分が、持ち家は不動産屋ですね、そういうものと実際に連携をして

いかなければいけないと思うんです。 

  だから、先ほど言った土地のあっせんだとか土地の分譲、そういうふうなこと。それから、

空き家だとか賃貸住宅だとか持ち家、そういうものを把握する形のもの、これは不動産屋だ

とか連携してやっていかなければいけないと思うんですけれども。 

  それから第２点目の職業だとか職場のあっせんですね。これはハローワークが分野ですけ

れども、あるいは紹介のほうは、ハローワークから来ている就職の関係の資料があります。

そういうものを役場のほうにもきちっと置いて、三者で連携した形のもので考えていく、東

伊豆全体のもの、あるいは住民票は自分の町へ置くですから、近隣の伊東だとか河津だとか、

下田のあたりのものまで考えていく。それから、業種別だとか業界別の、そういう商工会だ
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とか職業のあっせんを考えていくようなことが必要じゃないかと。 

  それからもう一つ大事なことは、成人の男子ですから、男子、女子ですから、当然安定し

た生活をしていくには伴侶、結婚というようなことのあっせんだとかということも必要だと

思うんですね。 

  この間、去年までですか、役場のほうでも出会いの関係をやったわけですけれども、私が

非常に前回、企画した遠藤課長がですね、中心になってやっていただいて、50万ぐらいのお

金をかけてやったわけですけれども、まだ私はそういうものを含めて継続していくようなこ

とも必要なのかな。これから民間とも連携していかなければいけないんですけれども、やっ

ぱり行政ということについては信頼度が違うと思うんですよ。これを民間で営利的なやるも

のももちろん必要ですけれども、行政でやることは信用度、官製でやるということは信用度

が違いますから。こういう相談会だとか相談事務を設けて、町のほうでそういうものを把握

していく。それから、都会との、先ほど言ったように交流。それで、近くの市町村との交流

も大事だと思うんですね。それからあと、職場結婚だとかそういうものの奨励も当然必要だ

と思うんですね。 

  そういうことを含めた中で、住居のこと、住まいのこと、職場、職業のこと、それから伴

侶、結婚のことですね、そういうものについてをトータル的にどうするかどうかということ

を考えていく必要があるのかな。 

  それからもう一つは、揺りかごからということは、少子化ですね、少子化対策。あるいは

子育てについての子育て支援の充実ですけれども、これは保育園だとか幼稚園、そういうと

ころに待機児童が出ないような格好、今、町長のほうで一生懸命やってくれていますけれど

も、さらにそういうことがないような格好、うちの町はこういうことで待機児童がありませ

んよということを見せるぐらいのもの。 

  それから、学童保育についても、４年生からちょっと無理だということだから、できれば

そういうもう少し年をとった子供さんも学童保育に行ける、あるいは観光地の特性ですから、

土曜、日曜もそういう学童保育だとか、幼稚園までどうかわかりませんけれども、そういう

ものも開園もしているようなことを、それも一つ工夫の中で考えていったらどうかな。 

  そういう以上のような項目を研究していただけるのかどうか、その辺についてまずお伺い

いたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 質問が多岐にわたっておりますので、答弁漏れがありましたならば言
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っていただきたいと思います。 

  まず基本的には、村木議員のときも、この地方創生ができる中で、やっぱりこの柱が人口

減少にも入っております。そういう中で少子化対策とかいろんな面の中で、いいメニューが

ありましたら、これはどんどん取り入れた中で、そういう少子化対策、また人口維持対策を

やっていきたいと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。町といたしま

しても、この３兆７億円の地方創生、これ大変期待しておりますもので、できるだけアンテ

ナを高くして、また議員の皆さんにもいろいろ情報を集めてもらった中で情報提供していた

だければ、町としても大変ありがたいもので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  その中で何点か言いました。そういう中で住居への助成、これは当然空き家対策の中で、

当然この適正管理とかいろんな中で、これは検討しなければならない問題と考えております。

若い人がこの町へ住むために、ある程度の軽減措置をしてやらなければならないかなという

ことも考えておりますもので、この辺は空き家対策の中の適正管理とか、そういう中でこれ

をちょっと検討していきたい。またその結論が出ましたならば、また議員の皆さん方に示し

ていきたいと思います。 

  職場に関しましては、やっぱりハローワークがありますもので、この役場がまたその職場

のあっせんとか、その辺はもうできるかどうか。役場が職場あっせん。 

（「情報はできます」の声あり） 

○町長（太田長八君） 情報は提供いたしますけれども、ハローワークみたいな感じのことは

できないと。その情報提供は、役場はそれは可能だと思うもんで、情報提供はやっていきた

い。 

  次に、伴侶の件に関しまして、これは本当に大変難しい問題でございます。そういう中で、

二、三年前からこの出会い、出会いと言っていいのかな。若い方たちのそういう場をね、ち

ょっとやめた中で、その予算的なものはちょっと合同企業のほうに回っておりますけれども。

これは、やっぱりなかなか難しい点もございます。しかし、１回やってみたいのは、50万使

ったかどうか、それも一つの方策、何しろ村木議員のときでしたか、言ったように、要する

にこの場に来て、旅館とかそういう若い子が住む、よそへ帰ってしまう。やっぱりそういう

ことがないように、そういう出会いの場、これは町が主になってもいいと思うんです、役場

の１階でそういう話し合うような場を設けてもいいのかなということは考えておりますもの

で、その辺はまた現場の方たちと相談しながら、１回そういう機会を設けてみたいなという

ことは、今頭の中で考えております。 
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  そしてあと、保育の待機児童。これは、今とりあえず保育ママを入れれば、うちの町、待

機児童はいないようなことを聞いておりますし、またこの待機児童をつくらないような、そ

ういうような方向の中で、若いお母さんたちがこの町に住めるようなことをやっていきたい。 

  そして、放課後児童クラブにおきましても、今は３年生までですけれども、基本的にはこ

れから、国県が６年生までということも言っておりますもので、これは段階的にその縛りを

６年生までやっていきたいなということは自分としては考えております。この辺はまた、放

課後児童クラブの各指導員の方たちと相談しながら、できるだけうちの町がそういう子供た

ちに優しい、若い母親たちに優しい、そういう環境をつくっていきたい。そういう気持ちで

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（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 何度も申し上げるように、やっぱり今、一つの家庭を設けて、安定し

た家庭生活をしていく、そういうものをつくることが地元に来ていただけることだと思うん

ですね。そういう点で、今言った住居だとか、あるいは職業、職場、あるいは伴侶等につい

ても含めて、できれば担当課を設けてそういうことを実際に設計して実施するような方法、

できるだけそういうようなことに進んでもらいたいと思っていますし、それとやっぱり今、

全ての子供らについて、名簿だとか登録したものをつくって、それから実際に１人１人の過

去の経過だとかてんまつだとか、そういうものも含めて整理をして、わかるような格好にし

ていく。そういうものの中で、どなたでも公平な格好でいろいろ、じゃ、ここの地元に住む

というような形ができるというかね、そういうものを考えていったらどうかな。 

  できれば、高校を卒業したこの地元の皆さん、18歳から例えば50歳ぐらいまでの成人の男

子、女子というようなこと、そういうものの登録をして、Ｕターンで来る人もいるし、ある

いはもう１回ふるさとへ帰りたいというようなＵターンだけじゃなくて、都会から我が町に

来たいというようなこともあると思うんですね。そういうことをやっぱり大事にするという

か。そういうことの施策を講じれば、必ずここの町には住民を置いて、人口を維持するよう

な形のものがとれるかと思うんですね。 

  その中で、今、町長が言ったように、例えば住居を求める、住まいを求める人については、

１つの例ですよ、これは羅列しますけれども、これが全部できるなんていうことは思ってい

ませんけれども、一応、例えば引っ越しの費用を一部負担してあげるとか、あるいは固定資
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産税を減免するとか、この町へ来た場合にですね、住まいを、例えば。あるいは土地の建物

を取得したときは、そういう減免。それから、家賃補助だとかそういうものも考えてもらう

とか。あるいは家を借りるときに融資だとかそういうもののあっせんをですね、商工会とか

と連携しながらやっていく、あるいは利子補給のことの関係。それから、職業だとか職場を

求める方については、就職をした場合について、支度金を考えてみるとか。あるいは仮店舗

をですね、実際御商売したくて仮店舗でやるということであれば、仮店舗の家賃の助成をす

るとか、そういうような考え方というか、それもできると思うんですね。 

  それから、伴侶、結婚だとか求める人については、先ほど言った、町長が言った祝い金の

増額だとか、あるいはそういうものも考えられると思うし、あるいは出産費用の増額だとか、

あるいは祝い金の増額、出産のですね。それから、第２子、第３子の祝い金だとかの増額だ

とか、そういうものも考えられるし。それから不妊治療も、現実に早々と町長がやっていっ

てくれます。そういうことについても、例えば短い期間じゃなくて、もう少し長い期間にし

てみるとか、そういうことも含めて考えてもらうことですね。 

  それから、今の場合は人口の維持というか、そういう政策的なものですけれども、揺りか

ごからということは、子供さんの産まれたときから子育て支援というか、少子化については、

例えば予防接種について、今一部お金を払っているわけですけれども、そういうものもこの

町は無料ですよ、あるいは一部こういうものについては負担していきますよ。あるいは、医

療費について、義務教育期間は完全に負担をしていきますよ。それから学費等についても御

支援するというようなことの考え方。それから、今、学校給食も500円の無料化にしている

けれども、これは町長、町長になったときに無料化ということがありますから、これももう

一回、そのときとはもう時代が違いますから、少子高齢化というかそういう時代の中で、人

口維持だとか子供さんを大事にするというようなことを考えたときに、給食費は無料化とい

うようなことももう一度考えてもらえるかどうか、その辺も伺いたいと思っています。 

  それから、高校、大学の奨学金等の貸与。これも現実にこの町でやっているわけですけれ

ども、その増額だとか、もっと借りやすいものをつくっていくようなことも大事かな。ある

いは地元へですね、奨学金をやった場合に、就職した場合については、期限を設けて免除す

るとか、あるいは奨学金利子を免除してしまうとか、時間を経過した場合には。 

  そういうことも含めて、これを今述べたことを全部満たすということはなかなか難しいと

思うんですけれども、そういうものを理想として、総合的に研究をして、体系的なものを、

例えば、これは今度私どもが行く視察先のパンフレットですけれども、これは日本一の子育
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て村を目指して、子育てするなら邑南町ですか、そういうふうなパンフレットをつくって、

今の私が言ったような形のものを書いたり、あるいは成人の人口維持対策というようなもの

を書いたりしたものの例えばパンフレットをつくったりですね、それからホームページにこ

ういうつくったものを載せるとか。あるいは、役場の機関紙で住民に配布するとか、そうい

うものをちゃんと公示ができるものを置いて、毎月、例えば今言ったような形の相談会だと

かを設ける。あるいは、個別に、先ほど言ったように配布するとか、そういうものを含めて、

施策を住民の中でうちの町に住民を置くとこういう利点がありますよと。これだけ住みよい

町ですよというようなことを考えることができるようなことをですね、住民と一体になって

考えていくことによって、人口の維持と、それから少子化、子育て支援ができる形の町にな

るのかな。 

  そういう努力をですね、今言った全部を満たすことはできませんけれども、町長のほうで、

できればその担当課だとかそういうものを考えていただいて、それに今言われたようなこと

を十分に研究して、施策に講じていただきたいと思いますけれども、最後になりましたけれ

ども、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今いろいろ提案されました。その中で、確かに町の子育て支援、少子

化対策の一覧表は今ございませんけれども、今回補正でやる子供手帳、その中にうちの町の

子育て支援の施策は全部網羅する予定でございます。その中で、本当にこの今言ったやつを

全部やってあげればいいんです。今、本当に財政が厳しい中で、これは長い目で見たら、財

政のいいところはどんどんできますけれども、やってやりたくてもできない、これが町の現

状でございます。気持ちはありますけれども、財源的に今、本当に１年間の当初予算を組む

のも大変でございますもので、その中でやればいいんで、なかなかそこまで手が回らないと

いうのが現状でございますもので、御理解願いたいと思います。 

  自分も子育て支援に対しましては十分意を尽くしていきたいと考えておる中で、今町政運

営を行っております。そういう中でできるだけそういう若い母親たちが住みやすいようなま

ちづくりをしていきたいと考えている中で、今度の子供手帳の中に、うちの町の子育て支援、

少子化対策のいろいろなこういう制度がありますということは網羅した中でやっていきたい。

今までなかったというのはちょっと私の不手際だと考えております。そういう中で……。 

  以上でよろしいでしょうか。そういうことで。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で２番、内山さんの一般質問を終結します。 
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  町長。 

○町長（太田長八君） すみません、今、私の発言の中で「子供手帳」と言いましたけれども、

これ「家族手帳」でございますもので、ちょっと訂正させていただきたいと思います。 

  以上です。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時１８分 



－85－ 



－86－ 

 



－87－ 

平成２６年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

                    平成２６年９月１２日（金）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 

    １．１４番 山 田 直 志 君 

     １）学校教育について 

     ２）防災対策について 

     ３）伊豆東部総合病院について 

     ４）有害鳥獣対策について 

    ２． １番 須 佐   衛 君 

     １）ふるさと納税制度について 

     ２）入湯税について 

     ３）災害への取り組みについて 

    ３．１２番 居 山 信 子 君 

     １）災害時の危機管理・被災者支援システム導入について 

     ２）介護保険見直しと地域包括ケアシステム実現 

日程第 ２ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度東伊豆町 

              一般会計補正予算（第２号）） 

日程第 ３ 専決承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年度東伊豆町 

              一般会計補正予算（第３号）） 

日程第 ４ 議案第２８号 平成２６年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ５ 議案第２９号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ６ 議案第３０号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

             号） 

日程第 ７ 議案第３１号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第３２号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 報告第 １号 平成２５年度東伊豆町健全化判断比率の報告について 

日程第１０ 報告第 ２号 平成２５年度東伊豆町資金不足比率の報告について 



－88－ 

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

出席議員（１１名） 

     １番  須 佐   衛 君      ２番  内 山 愼 一 君 

     ３番  飯 田 桂 司 君      ５番  村 木   脩 君 

     ６番  藤 井 廣 明 君      ７番  栗 田 成 一 君 

    １０番  鈴 木   勉 君     １１番  山 本 鉄太郎 君 

    １２番  居 山 信 子 君     １３番  定 居 利 子 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（１名） 

     ８番  森 田 禮 治 君 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 太 田 長 八 君 副 町 長 鈴 木 忠 一 君 

教 育 長 金 指 善 郎 君 総 務 課 長 
兼 防 災 監 鈴 木 利 昌 君 

総 務 課 参 事 竹 内   茂 君 企画調整課長 向 井 青 一 君 

税 務 課 長 正 木 三 郎 君 住民福祉課長 遠 藤 一 司 君 

住 民 福 祉 課 
参 事 齋 藤   匠 君 健 康 づ く り 

課 長 鈴 木 秀 人 君 

健康づくり課 
参 事 鈴 木 嘉 久 君 観光商工課長 梅 原 裕 一 君 

建設産業課長 鈴 木   孝 君 建 設 産 業 課 
技 監 高 村 由喜彦 君 

建 設 産 業 課 
参 事 鈴 木 伸 和 君 教 育 委 員 会 

事 務 局 長 坂 田 辰 徳 君 

消 防 長 久我谷   精 君 水 道 課 長 山 口   誠 君 

会 計 課 長 兼 
会 計 管 理 者 鈴 木 敏 之 君   

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 石 井 尚 徳 君 書 記 木 村 昌 樹 君 

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



－89－ 

 

開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成26年東伊豆町議会第３回定例会第２日目は成立しましたので、開会いたしま

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（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さんの第１問、学校教育についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） おはようございます。 

  ４問通告してございます。順次質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、第１の学校教育についてで質問いたします。 
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  まず第１点は、貧困化の状況と対応についてです。幼稚園、学校でのひとり親世帯の割合

というものについて、今どうなっているのか。町での貧困化やひとり親世帯への支援という

ものについて現在何か行っていますかどうか、その点をまず１点。 

  ２点目に、中学校の部活動について伺いたいと思います。その中身として、１点目は遠征

費の使い方とその課題はないかという問題、また外部指導者の活用についてどのようにお考

えかという点でございます。 

  ３点目に、生徒の中に広まっているＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）の利

用状況の問題点と対応について今どのように対応されているのか。 

  以上、重立っては３点について、まずお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（太田長八君） 質問が学校教育なので、教育長より答弁いたすので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

（教育長 金指善郎君登壇） 

○教育長（金指善郎君） 山田議員の第１問、学校教育については３点からの質問ですので、

順次お答えいたします。 

  １点目の貧困化の状況と対応について、幼稚園、学校でのひとり親世帯の割合は、町での

貧困化、ひとり親世帯への支援はについてですが、ひとり親世帯の割合は、幼稚園では

7.8％、小学校では12.7％、中学校では18.5％です。最も多い学年になりますと、26％にな

ります。 

  次に、町での貧困化、ひとり親世帯への支援はについてですが、貧困化については経済的

なもの、心身的なものとさまざまであり、多様化する価値観や考え方の違いもあり、一概に

第三者が決めつけることはできないと考えます。しかしながら、ひとり親世帯の貧困率が高

い割合を示していることも厚生労働省の調査から事実でございます。 

  このような状況の中で、各種支援としまして教育関係では、ひとり親世帯に限ってのもの

ではありませんけれども、育英奨学金の貸与、それから教育資金利子補給金の交付といった

経済的支援、それから幼稚園のほうで生活・就労支援として預かり保育を行っております。 

  福祉関係では、児童扶養手当、母子家庭等医療費助成制度等々、国・県の制度に基づき、

多くの経済的支援、生活支援、就労支援事業が行われております。 
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  ２点目の中学校の部活動について、遠征費の使い方と課題はないか、外部指導者の活用に

ついての考えはについてですが、まず、遠征費というのは大きく分けて、中体連の大会、協

会等が主催する大会、練習試合の３つに分けられると思います。中体連の大会につきまして

は、選手派遣費補助金として町で全額補助をしていますが、ほかの２つにつきましては原則

個人負担で行っております。 

  課題につきましては、強くなるためには数多くの練習試合をしたい、積極的にいろいろな

大会に出て経験を積みたいという思いがあるわけですが、その経費のほとんどが親の負担に

なってしまうという、課題といいますか悩みがございます。 

  次に、外部指導者の活用についての考えはですが、全ての先生がその部活動に精通してい

るわけではなく、経験したことがない部活動の顧問になることもあります。最近では、その

ことが原因で心の病になってしまうという例もあるようでございます。そういうときに、そ

の部活動に精通している地域の方が支援してくだされば大変ありがたいことだと思います。

ただ、あくまでも教育活動の一環で行っておりますので、誰でもいいというわけにはいかな

いと思います。 

  ３点目の生徒のＳＮＳ利用状況の問題点と対応についてですが、このＳＮＳ、ソーシャ

ル・ネットワーク・サービスの略だそうですけれども、現在、携帯やスマホ等のＳＮＳ利用

可能な機器の所持率は、生徒全体の８割ぐらいであると把握しております。生徒個人に対す

る誹謗中傷や誤ったゲームの使用、コミュニティサイトの使用等による多額な請求問題、さ

らには犯罪に巻き込まれるケース等々が問題点として考えられます。今年度になってからは

学校からの目立った報告はございませんが、過去には、友達の悪口を書いたり、それから写

真を無断で知らないうちに載せてしまったりというようなことがありましたので、心配する

ところでございます。 

  対応につきましては、授業の中で情報モラル教育を行ったり、親や教員向けの研修会を実

施、外部講師による携帯電話講座の実施、さらには三者面談等々、あらゆる機会を活用して、

携帯、スマホ等の使用と情報モラルに関する指導を行っているという状態でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず、貧困化の問題というか、ひとり親イコール貧困ということで

はないんですが、しかし国のほうでも、先ほど教育長が言われたように、やっぱりひとり親

世帯のところにおいての経済的な負担、またそのことから来る各就学状況でのやっぱり課題
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というのが言われて、たしか今月１日だと思いますけれども、この貧困化に対する大綱とい

うものをやっぱり国もまとめていると。 

  私が今回それを質問するというのは、私も、10年近く前になりますが、高校のＰＴＡをや

っていたときに、生徒の実態としまして、３割ぐらいがひとり親世帯でした。そういうこと

からこの問題、ずっと関心を持っていたんですけれども、なかなか質問として成り立つ問題

ではなかったと。ただ、うちの町というのは、少なくとも私が議員になってずっと見ている

中で言うと、県がまとめられている市町村の指標というのでは、離婚率が非常に高いんです

ね、熱海と東伊豆。ですから、ひとり親になる方が多いという潜在的な可能性はあるわけで

すよ。 

  そういうことから、これ国のやり方というのもいろいろあるんだけれども、しかし確かに

貧困率のいうのは出しにくい。所得やいろんな面も含めて出しにくい。ただ、こういうひと

り親が多いとか、そういう状況に対して、例えば今回の子供貧困化対策に関する大綱という

ような形の中では、例えば学校での就学に対して加配をしようとか、いろんな提案は出てき

ていると。いろいろその評価は分かれているところもあるようですけれども、ただ、国がこ

ういう問題に着目をしてきたということについては、非常に一歩前進だし、先ほどのひとり

親の世帯だとかいうものが非常に多いという我が町の状況を考えると、これはやっぱり制度

の活用というものについては、やっぱり積極的に取り組むべき状況にあるのではないかなと。

そのことを通じて、子供たちに少しでも全体のレベルアップ等々につながっていくようなこ

とが、やっぱり学校サイドでも必要に私はなっているのではないかなと。 

  国として、諸高校や大学等々への奨学金の見直しだとかいろんなことを言っているので、

それはそのほうで国や何かでやってもらうんだけれども、町としては、とにかく中学校や小

学校等の教育現場にそういうやっぱり加配だとかいろんな手当、支援が受けられるとするな

らば、これは早くに、国が言ってくるのを待っているのではなくて、もう既に概算要求には

要望しているなんてことを文科省は言っているわけですから、ぜひ積極的に手を上げて、や

っぱりそういう支援を受けるような受け皿も考えていただきたいなというのが１つの問題で

ございます。 

  ２つ目の問題なんですけれども、教育長、例えば郡内でいいますと、南伊豆でいうと、南

伊豆町は中学校部活動等生徒派遣費補助金交付要綱というのを町で制定をしております。確

かにうちの町の場合は、先ほど教育長が言われたように、中体連が中心だよと。南伊豆町の

場合は、先ほど言われたような協会バレーで春期のバレーボール選手権大会とか、県の中学
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校ソフトテニス選手権大会、または伊東市のスポーツ祭卓球大会、伊東按針祭協賛剣道大会

等々、幾つかのやっぱり協会、それに準じた事業も試合もこういう部活動の対象として遠征

費を補助するというやっぱり中身があります。この点もやっぱり今まで私何回かこの中学校

の部活動の遠征費については質問をしたんですけれども、これ要綱はないんですよね、要綱

はない。先生方、校長先生がやる。だけれども、なかなかその中で私が聞いてみると、当然

電車賃をもらっていく部分と、うまくしていくと例えば町のバスが借り入れた部活があった

りなかったりとか、そういうことも出てくるわけですよ。 

  でも、逆に考えると、それぞれ生徒が少ないわけですから、例えば町の部活では稲取中学

校でバスを押さえたんだけれども、数が少ないからといったら、別に同じ会場に行くんだか

ら、熱川と稲取の子供たちが一緒に町のバスに乗っていったっていいわけですよね、それで

行けばよ。だから、そういう問題も含めて、そこになかなか公平感というか、不公平に感じ

てしまうものも現状の取り扱いでは出てくるのかなと。 

  こういう点では、やっぱりどこまで必要なのかなということについての見直しも必要だし、

そういう対応にもついてある程度交通費が出たら、人数があるところでは、じゃマイクロを

借りてそれで行きましょうよ、いろんなやっぱり取り組み方があると思うので、こういうそ

の公金の要綱を定めることを通じて、適正な形での部活動の支援というのはあってもいいの

かなと。昨日の町長の行政報告でも、中学校はそれぞれ頑張っているわけですから、そうい

うものについて中体連だけなの、やっぱりそういうものも含めて、検討する一ものがあると

私は考えています。 

  それと、外部指導者の問題は、全く教育長が言われたとおりだと思うんですけれども、問

題は、教育の中にどう組み込んでいくのかという問題と、やっぱりそういう人たちをちゃん

と学校で位置づけ、ポジションというものもなければいけない。私が知る限り、やっぱり卓

球であったり、バスケットであったり、今バレーであったり、それぞれ外部の人が来ること

によって、やっぱりそこはそれなりの成績を残してきているという経過もあるわけですね。

ただ、位置づけは余りされていない。学校との関係、やっぱりこういう部分、またはそうい

う講師の場合、例えば先ほどの遠征する場合にどういう形になるのか。全部それは講師は自

腹なのかどうなのかということだって出てくるわけですよ。こういうことはやっぱり考えて

いかないと、先ほど言ったように部活動自身が成り立たないという部分もある。 

  もっと言うと、教育長、あれですよね、前、私がこれ言ったことがあるんですけれども、

もう既に一部そういう取り組みがあるというふうに聞いていますけれども、例えばバレーと
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かにしても、例えば熱川、稲取、それぞれもう数が少ないよということになると、やっぱり

東伊豆チームという形で出なければならない。これは６月の定例会で町長は中学校の統合、

将来的な課題、大分近づいた課題というふうな認識でお話をされましたけれども、既に部活

動のほうはそういう状況でいけば既に生徒数が少なくなっている中で、こういうことも具体

的に対応してあげないと成り立たないと。要は部活の数を減らすのかどうかという問題も含

めてあるわけで、この辺も含めて、私は中学校の部活動について生徒が減っている中だけれ

ども、大事だという位置づけを置くならば、こういう遠征費の問題、また外部の指導者の問

題、また今、なかなか１つの部活として数が減り、成り立ちが難しくなってきた、こういう

部活動の状況を学校統合とは別に、逆に言えば、もっと早くにある面、ほかのところでは既

にチームとしてやっているわけですから、こういうやっぱり算段もちゃんとやっぱり検討し

て対応してあげる時代になってきたのではないかなということを思いますので、この辺の御

検討をお願いしたいなと思います。 

  ３点目のＳＮＳの問題なんですけれども、既にこれを条例やなんかで規制するとかいろん

な動きがＳＮＳで出ているわけですけれども、厳しい人に言わせれば、スマートフォンを初

めとした携帯、ＳＮＳの利用というのは、少なくても児童生徒についていえば、人格形成の

障害であると、そこまで言う方もいらっしゃるし、そういう人の論文を読んでみると、確か

にその点はあるなと。成長途上の子供たちが友達同士と会話をすることなく、人間関係を築

くことなく、ただ、道具であるスマートフォンや携帯でメールで物事のやりとりする。思考

能力が発達しないわけだし、人間の感情も生まれてこないというのも、そういう指摘は確か

にそうだろうなと思うんです、私も。 

  今、教育長が言われた点で、８割が携帯等々を持っているよということを考えたときに、

１回ぜひそういうものについての利用での調査というのも必要ではないのか。お互いに実際

子供たちがどういう使い方をしているんだろうか、利用時間についても、また、そういう出

会い系サイトであったり、お金を払い込めというようなそういうサイトにつながって、怖い

思いをしたことがないのかとか、いろんな実情からやっぱりこの問題に対する対応をしっか

りしないと、言われたとおり、確かに町ＰＴＡ連絡協議会やなんかでもこうした携帯や情報

端末に対する研修もやっているというのは存じ上げていますけれども、しかし実態がどうな

のかというのがわからないと、親も子供たちとやっぱり対応のしようがないんだと思うんで

すよ。 

  どこまで今この問題は深刻なのか。ただ私たちが頭の中で心配をしているだけなのか、本
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当にやっぱり心配な領域に子供たちがもう立ち入っているのか。これはやっぱりわかってこ

ないと思うんです。これについていえば、やっぱり学校と保護者が同じ目線で子供を守るた

めに動かなければならないという状況だと思うので、そのための準備として、本当に今、ど

の領域にいるのかということについてしっかりとした調査をして、この問題やっぱり、みん

なで子供を守る意味でも対応を強めていただきたいなと私は思います。いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） では、お答えいたします。 

  まず、貧困対策推進法の絡みでございますけれども、まだ国のほうで閣議決定をしたけれ

ども、その中身についてまだ十分でないというようなこともちらっと書かれている中で、私

のほうで特に、じゃ、そのことに関してこういうことを率先して手を上げていこうとか、そ

ういうことがまだ頭の中にございません。この件につきましては、また町長さんと御相談を

申し上げながら取り組んでいければなというふうに考えております。 

  部活動の補助金にかかわる件につきましては、南伊豆町の例をお話しいただきましたけれ

ども、おっしゃるとおりに町の中に条例とか規約とかそういうことがございません。それで

今、ここ数年、時々東海大会とか全国大会とかというのはこの数年来、ちょこちょこ出てき

ている。それが中体連の大会ではない協会主催の大会の中にあるわけですけれども、その辺

のところで毎年町長さんにお願いしながら、悩みながらということで、その都度その都度や

ってきている経過がございます。 

  それで今、事務局のほうでも、今、補助金はとにかく財政も厳しいからなるべく抑えよう

よという流れがある中で、何でもかんでも出してもいいというわけにもいかないしというこ

とで、非常に悩んでいる事実がございます。それで、せめてじゃ県を超えた東海大会とかそ

ちらのほうに行くのについては何とかうまくこう文書化して、このときはいいや、このとき

はいいやで気分でやってはいけないと思いますので、その辺を今、局長と相談しながら、事

務局のほうで考えている最中ということでございます。すみません。 

  それで町のバスの利用というお話もありましたけれども、実はこれ私の頭の中にこびりつ

いていることがありまして、私が東伊豆の校長で赴任した折に、町のバスを借りればいいじ

ゃん、借りようじゃないと言って、当時の町長に談判したことがあります。だけれども、一

喝されて、補助金100万円を出しているだろう、何をやっているんだなんてどなられて、そ

れ以来その町長を嫌いになりましたけれども、そういうことがあって、それ以来、町のバス

というのは東伊豆町では使わないということで考えております。私が意固地になっているの
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かもしれません。 

  それから、あと外部指導者につきましては、本当に現実ボランティアでお願いしていて、

全くお金が支払われているという状況にはありません。時々お礼として何か心づけ的なお歳

暮的なことはしていると思いますけれども、その辺で、ただじゃそれを外部指導者について

一律逆にお金を決めて支払っていこうかというと、そこにその人の心の、私はそういうもの

を期待してやっているのではないでよ、私が子供たちが好きだから一生懸命やっているんだ

よというそのお気持ちを何か汚してしまうのかなというような、変な思いもあったりして、

なかなか外部指導者への謝礼みたいなところが考えられないでおります。 

  ただ、この外部指導者につきましては、教育委員会というよりも、校長、学校のほうでそ

れぞれがこの部活動で今度の顧問が非常に何もわからないから、どなたかいないかなと探し

てお願いしたりとか、そういうことでやっておりますので、またその辺もただ好意に甘えて

いればいいという問題でもないような気もしますので、少し考えていかなければいけないか

なというふうに改めて今、思いました。 

  あと、合同チームというふうなお話もございましたけれども、これは最近、ここ数年の間

で考えられたのが、稲梓中学と稲生沢中学の合同チームということで、これは多分１年間か

２年間あったような気がしますけれども、結局だめになりました。その理由が、毎日の練習

がなかなか一緒にできないというようなことがございます。大会間近になって急遽集まって

というようなことでは、なかなかチームプレイができないと。さらには、俺たちの学校のチ

ームだというような、そこの辺の何か気持ちの持ち方が難しいというようなこともあって、

なかなか合同チームというのが、頭の中で考える以上にちょっと子供たちにとっても難しい

問題なのかなというふうに考えます。 

  先日報道されました東伊豆町の合同チームが県へ出たとかというのがありました。あれは、

逆に１つの学校でつくってはいけないと、複数のチーム、複数の町にまたがったところの子

供を集めてやらなければならないというようなチームだそうです。 

  それから、それに合わせて部活の数を減らすのか、合同チームにしていくのかというよう

なことも今、将来の10年先の東伊豆の学校のあり方というようなことを教育委員会のほうで

も今、模索している状態で、その中にそんな課題も１つ入っておりまして、今、悩みながら

話し合いを少しずつ前進させていると、そういう状況でございます。 

  それから、ＳＮＳに関してですけれども、確かに人格形成に障害があるというのは、私個

人的にも何かわかるような気がします。隣に同じ友達がいるのに、しゃべらないでこっちで
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こうやっている、それで友達と一緒にいるというのは何かおかしいなという、そんな思いは

ありますけれども。 

  それから、これちょっと語弊があるかもしれませんが、若いお母さんが小さい子供がそこ

ら辺でぎゃあぎゃあやっているのに、その子に手を出さないで、一生懸命何かこんなことを

やっていると、そういう情景も時々見られるんですね。そういうときに、そういう携帯です

とかそういうものを使うというその持つ人間の心構えというのが、はっきりもう覚悟を決め

るぐらいの心構えでやってもらわないと、この先ますます子供だけではなくて、大人のほう

までおかしくなってくるのではないかなと、そんな思いがしております。 

  そうしたら、学校でいろいろ授業を通して指導している中で、親にお願いしているのが、

やっぱり持たせるには、それなりの親の覚悟が必要だよと。ただ買い与えればいいというも

のではない。そこにやっぱりこう何か約束事ですとか、そういうことを取り決めてうまく、

文明の利器ですから使うなというわけにもいかないでしょうけれども、買い与えるならそれ

なりの覚悟を持って子供を育てていってほしいよというようなこともお願いしている、そん

な状況でございます。 

  それで、どういう使い方をしているとか、何時間ぐらい使っているとか、それはそれぞれ

の中学校のほうでは調査をしたりして、指導の一環に生かしているということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 予算が絡んできますので、遠征費のことにつきましてちょっと答弁さ

せていただきたい。 

  基本的にはこの遠征費ですね、事務局が検討しているという中で、私も山田議員と同じで、

やっぱり頑張っている生徒をまたそういう機会があればできるだけ出してやりたいというよ

うな気持ちでございますもので、しかしながら予算がありますから、当局で今検討している

ということで言っておりますので、また教育委員からそういうことが上がってきましたら、

前向きに検討して、子供たちによりよい環境を与えてやりたいと、今、そういう気持ちでご

ざいますもので、御理解願いたいと。 

  次に、マイクロの関係でございますけれども、当然要綱とかは見直さなければなりません

けれども、あとやっぱり言ったみたいに運転手の問題、また保険の問題等ありますもので、

これはちょっと検討した中で、教育長はそういうことを言いましたけれども、これからはち

ょっとなるべく負担をかけないような方法でやりたいと考えておりますもので、御理解を願
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いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） まず、確かに大綱はあくまでできた。ただ、今後やっぱりよく注視

して、私は絶対町の状況にはかかわってくる法律ではないかなと。また、うちの町の状況を

打開するためにその法律を生かすということで、対応をぜひ強めていただきたいと思います。 

  また、部活の問題は確かにいろんな課題はある、検討しているということで大半わかりま

した。ただ１つだけ、外部の指導者の問題についていうと、私は謝礼とかなんかの問題では

ないと思うんです。学校と指導者との関係、位置づけとか、やっぱりそこをはっきりしてい

かないと、やっている人間も、その顧問の先生とどういう関係になるのか、やっぱり当然先

生に教育的に学校の考え方も絡んでいただかなければならないし、また技術的な問題として

外部の指導者の人がやっていくとか、そういう問題もやっぱりあると思うし、今後またそう

いう状況の中で、いろんなまだそういう導入の経験がないところでも、やっぱりそういうも

のを使っていきたいよというふうな形だって、これは当然あるかもしれません。そのために

もやっぱりそういう形をぜひつくっていくと。 

  それで、謝礼とか何かということを少なくとも私が聞いている限りではそうではない、や

っぱり学校と円滑にしたい、子供に部活、いろんな運動、競技を教えるということに対して

学校と同じような方向でやっぱり見て、それで子供たちが成長するようなそういうお手伝い

をしたいということなんだと思うので、そういう実際やっていることからしたら、お金に計

算したら大変な金額になります。そんなことではないんだろうと。まず、その一緒にやれる

ような学校の制度的な問題であったり、そういうところをしっかりと位置づけるということ

なんだろうと思うんです。 

  だから、さっきの遠征で中体連に行くよといったら、やはり顧問の先生もそうなんだけれ

ども、そういう指導者がいる部分については、そういう部分も例えば面倒を見るだとか、そ

ういうやっぱり基本のところをちゃんとしてあげて、保険の問題だとかいろいろあると思う

ので。そういうことからまずあれだと思うし、そういう方々とちゃんとお話し合いをしてや

っていくことも必要かと思います。そういうことではないかなというふうに私は思っており

ます。 

  ＳＮＳの問題については、いずれにしても教育長が言われた、そうなんですよ。というの



－99－ 

は、私自身自分の子供なんか見ていてもそうなんですけれども、まだうちの子供なんかまだ

子供はいないんですけれども、確かにゲームなんかで育ってきた親だと、そうですよね、ゲ

ーム自体遊びというもの、ゲームのときというのは、もう五、六人いてもみんなゲームをや

っていて、話もしないで勝手にやるのが子供の例えば遊びだったりするので、そういう子供

たちが大きくなって今、親になっているわけですから、ここに子供がいても、目の前の子供

よりも目の前の携帯やスマホで友達と情報交換したり会話をすることにやっぱり目を奪われ

るというのも、もう既にそうしたそのいわゆるゲーム脳であったり、人格が少しゆがんでい

ないかというような影響が、もう既に逆に言えば親まで出てきているわけですから、だから

これはやっぱり子供の教育という部分でいえば、やっぱり親もある面、いわゆる携帯やスマ

ートフォンなどの端末も科学技術であるけれども、本来はビジネスツールですから、生活の

コミュニティツールとしてどうかという部分もあるわけで、そのリスクを含めて、今の状況

の中で人間としてどうなのかというのは、やっぱり親も子も一緒に考えなければならないと

いうような課題として考える必要があるんだと思う。 

  だから、親がやっぱりそういう覚悟ができていないと思うんです。親が普通にそうやって

教育長が言っているような状況ですから、やっぱり子供に対して、本来は買い与え、電話代

を払っているのは親ですから、親が本当にそのことについて気がつかなければいけないんだ

けれども、自分と同じことをしている子供に対して注意はできないわけじゃないですか。そ

ういうところをやっぱり深く見ていく、それに対して対応していかないと、結果として子供

が守れないというところだと私は思いますので、今後のその対応ももう少し進めていただき

たいなと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 貧困化の件につきましては注視して、私、教育委員会だけでという

ことではございませんので、町長さんと御相談しながらということで、御指導を仰ぎながら

ということでいきたいと思います。 

  それから、外部指導者の件につきましては、私が議員さんの質問意図をちょっと取り違え

て、お前ら外部指導者にお願いしながら何も金も払っていないのかと、そういう質問だと思

ったものですから、そちらのほうばかり頭が行きましたけれども、学校の部活動に対する姿

勢ですとか方向性ですとか、それに合った指導者をお願いしたい。また、お願いした指導者

には、学校の部活動はこういう方向で、勝てばいいというものではないとか、もちろん勝ち

たいよとか、いろいろなそこら辺の話し合いは、各校長がお願いする折に実際にそれをお願
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いして、学校はこんなふうに取り組んでおりますし、一応顧問もおりますので、顧問をない

がしろにというような、そんなところら辺が教育面の中ではちょっと難しい面もありますよ

うなら、そういういろんな面を話し合いをしてお願いをしているということを校長のほうか

ら聞いております。 

  それから、ＳＮＳにつきましては、具体的にこうすれば完璧だよということが今のところ

まだ見つかりません。繰り返し指導をしていくという中で、またほかの町やほかの学校の中

でいい方法があればというようなことも、情報を探していくというようなことも努力してい

きたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、防災対策についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第２問、防災対策について質問いたします。 

  第１点目は、昨年から配備されたデジタル無線の運用上、今回総合防災訓練があったわけ

ですけれども、どういう課題を把握されたのかというところが１点。 

  ２点目に、別荘、マンションの住民、利用者の位置づけと対応がどうなっているのかとい

うことについて。 

  ３点目に、防災教育や訓練を指導する防災士などの人材育成が私は必要だと考えますけれ

ども、これらの点についてどのようにお考えか。 

○議長（鈴木 勉君） 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点目のデジタル無線の運用上の課題は何かについてですが、24年度から整備を始

め、本年度運用を開始したデジタル防災行政無線の移動局につきましては、電話等が使用で

きなくなった場合の災害対策本部と地域、被災現場を結ぶ重要な通信手段だと考えておりま

す。 

  デジタル無線の運用においては御存じのことと思いますが、デジタル無線の特性上、指向

性が高く、気象、ビル等の障害を受けやすく、通信が途絶えるなどの脆弱性を持っておりま
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すので、特性を踏まえた運用を図っ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。 

  ２点目の別荘、マンションの住民、利用者の位置づけと対応はどうなっているかについて

ですが、町では、訓練等において別荘地、マンションの住民や発災当日の滞在者について、

別荘地の管理事務所やマンションの管理組合などへ人員把握、被災状況把握をお願いすると

ともに、町への報告をお願いしておりました。 

  しかしながら、災害時は地域ごとによる対応が重要であるとのことから、数年前より地域

の自主防災会との連携、共助を図っていただくため、自主防災会へ報告していただき、相互

協力による災害対応をお願いしているところでありますので、御理解をお願いいたします。 

  ３点目の防災教育や訓練を指導する防災士などの人材育成が必要ではないかについてです

が、地域の防災力向上、防災体制の強化において防災士などの育成は大変重要と考えており

ます。 

  町では、これまで消防署員による消防団へのＡＥＤや心肺蘇生などの習得、自主防災会役

員、防災員への防災知識習得のための講座の開催など、人材育成を行い、訓練等において指

導的な役割を担っていただいております。しかしながら、自主防災会役員などは短期間で交

代するなど、長期的また継続的な対応が難しい状況にあります。 

  町といたしましては、防災士等人材登録をしていただいた方を居住する各自主防災会に継

続的、長期にわたり配置し、地域の防災計画、訓練計画の立案、実施、実技指導など、自主

防災会役員と防災士の協働による地域の防災力向上を図ってまいりたいと考えておりますの

で、御理解をお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、まず、この間の防災デジタル無線の関係なんですけれども、

私は入谷区の関係で、稲取中学校で避難所設営の訓練を行いました。当日、これ今回区長に

許可をいただいて借りてきましたけれども、この防災行政無線を持っておりました。それで、

これは私のアマチュア無線機です。避難所訓練ですから、中学校の体育館の中にいました。

先ほどこれやったんですけれども、これ役場の中でもそうです。中学校の体育館の中でも、

現状では圏外です。言われたように、デジタル無線の特性から圏外です。アマチュア無線は

町のほうの防災拠点との連絡、または現在登録してあります消防の電波は、体育館の中でも

全部拾えました。 
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  国の指導もあって整備したものだから、そこで町長に何だかんだ言ってもしようがない。

ただ、地方でこういうデジタル無線がやっぱりその特性から考えると、欠点がやっぱり大き

いのではないかと。今、町長が言われたように、役場と被災現場、また自主防、いろいろな

ところを結ぶ上で、本当に思ったんですよ。実際、中学校で校長先生等にお伺いしたら、中

学校は職員室の前でもだめ、玄関先でもだめ、運動場の芝生のほうまで行くと入りますよと

いうような、中学校の先生方もそういう認識です。 

  避難所なんかの場合、晴れているとか雨だからとか関係なく、設置した本部に情報が欲し

いわけで、いちいち外に行かなければつながらないという状況、昨日の参事の答弁では、大

島からの電波が来れば、そこは変わるのではないかと。ただ、本当にどこまで変わるのかと、

信用できないですよね、今のこの機械というものは。これはもう防災、また発災後の町の対

応、活動の致命的欠陥になってしまうと思うんですよ。情報が伝わらない。情報が入らない。

何のために買ったのかということ。 

  そうしますと、やっぱり例えばこれ建物の中、どうしても使わなければならない、いわゆ

る自主防であったり、避難所だとかということになると、場合によっては、今後大島のほう

から電波が来たとしても、やっぱり建物周辺でよく調査しなければならない。場合によって

はアンテナを建てるとか何かしないと、これは活用できないのではないかと。 

  私は今回の訓練の中で一番の教訓は、これが十分使えないということは、町の今後の防災、

災害対策はどうなるのかなと、これをやっぱり考える必要がある。それだけ大島から電波が

出るようになったとしても、実際その地域、その活動範囲の中で、例えば中学校に避難所の

本部というのをミーティングルームに置くんだと、当然そういう想定になるんですけれども、

そうした場合、中学校のミーティングルームの中でこれが使えるか使えないかというような

ことを実践に即した対応をやっぱりしてみないといけない。それが使えないとしたら、アン

テナ設置を含めた事後対策を考える必要があると。 

  それもやらなければいけないけれども、もう一つは、私、一昨年ですけれども、南相馬の

有名な桜井市長さんのお話を聞いたときに、桜井さんが実はそれは原発被害等のお話をされ

ていた中だったんですけれども、その最後の最後のお話の中で桜井市長が言われたのは、結

局デジタルとかなんとか言っても、最後に使えたのはアマチュア無線でしたと。静岡の会場

で最後の最後に言ったのは。だから、それ大事ですよということを言われたんですよ。 

  やっぱりそういう意味では、変な話ですけれども、これ50万円ですよ。これ５万円ですよ。

そういう意味で、本当にやっぱりこれを中心にするけれども、それを補う情報ツールという
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ものをやっぱり場合によっては備えていかないといけないのではないかということが、私は

強い問題意識でございます。 

  これは消防も自衛隊もドクターヘリもコール登録してありますから、受けることはできる。

当然やりとりということはできない。限界性はあるんですけれども、しかし、一定の状況の

中では必要な対応なのかなというふうに思っております。 

  もう一つ思うのは、町のほうでこれ190台ぐらい買ってあるわけでしょう。そうすると受

けるときの問題もあると思うんですよ。全部が役場の１局に集中したら、当然対応できない。

そうすると、いわゆる自主防を中心としたチャンネル、またそれを受ける体制、また自主防

以外、それは学校なのか病院なのか、幾つかの分野に分けてそのチャンネルもコールセンタ

ーではないけれども、やっぱり自主防の情報を収集する、また自主防に情報を発信する部分、

またその分野ごとに発信する部分、ある程度これ分けないと、190が配付したところからの

情報が１つのところに集中するということになれば、これはほとんどまた機能しなくなって

しまうということもあるので、これらもやっぱり私は運用上の問題として見直す必要がある

のではないかなというふうに思っています。 

  ２つ目の問題で、今言われた別荘、マンションの問題なんですけれども、私はやっぱりも

とに戻したほうがいいのではないかと、自分もやっていてそう思うんですけれども、やっぱ

り別荘、マンションの方というのは、実際に住んでいるのが恐らく１割前後かもしれません。

だけれども、夏休みであったりお正月、また土日であったりというと、それは利用者という

のが２割になり３割になり、場合によっては４割、５割になる。ここで必要なのは、住民と

して必要な情報とともに、観光客としても、そこに来た別荘利用者として、交通だとか帰る

情報、多分情報の種類が二通りあると思うんですよ。 

  それで東伊豆町の場合、マンションの戸数と別荘の戸数状況を考えると、その数は恐らく

6,000と言われている、6,300かな、町民の世帯数とそう変わらない規模の数があるわけです。

それは住んでいるのはその１割かもしれないけれども、実際の利用を考えると、その何倍か

の人がそういうところに来ているという状況を考えると、やっぱり防災計画の中でいえば、

もとのように事業所としての対応ということ、何しろそれが私は場合によって防災係ではな

くて、地域住民、ある面で新住民という考え方にすれば、昨日も出ていましたけれども、定

住化促進というような面からすると、例えば企画や何かでそういう新しい人たち、町民の方

との地域コミュニティをつくって、やっぱり連絡を密にするというような位置づけからも、

対応部署というのが防災に全部任せるのではなくて、こういう部分では例えば企画や何かの
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ところで地域課題として、また新定住民としてやっぱりちゃんとケアをすると。本来はマン

ション、別荘で人が年中住んでいるということを想像しなかったんだけれども、新しい今の

事態の中では、それくらい必要なのではないかなと。また、そういうところでも本来は私は

こういう、今のところちょっと問題はあるけれども、デジタル無線なんかもやっぱり配備さ

れてしかるべきではないかなというふうに私は思います。 

  ３点目の人材育成の点ですけれども、私も防災のあれでいうと、この間も今年も南伊豆の

講習を受けたりいろいろしました。恐らく研修会、講習会はあると思うんです。それはやっ

ていると思うんですけれども、実際自分でやっていて思うのは、そのお話を聞いているだけ

ではやっぱり訓練のときに何も役に立たない。実際にやらないといけないということですよ

ね。例えば避難所の設営訓練も自分なりには２回、３回とやっているんですけれども、それ

でも戸惑うことやいろいろその状況に合わないことがあります。 

  やっぱりこれは継続してお話を聞く講習ではなくて、実際にやってみる講習がやっぱりす

ごく大事で、今回稲取中学校に避難所を設置したわけですけれども、今回全体の県の総合防

災訓練の中で自衛隊の方が３名来ていただいて、ＡＥＤを中心に研修をやっていただいた。

当然ＡＥＤを中心にした講習ということだったので、ＡＥＤだけだと私は思っていたんです

けれども、被災をされた場合の負傷に対する対応、また負傷者の搬送など、小学生を巻き込

んで非常に上手に訓練を進めていただいて、やっぱり非常に日常的に実践的な訓練をこなし

ていかないと、やっぱりそういう人材をつくっていかなかったら、いつまでもよそから誰か

に来てもらって訓練を何とかしていますという状況では、本当の防災力の強化にはつながっ

ていかないのかなと。 

  ですから、町では当然地域防災士だとか町の各区で防災委員とかいるんだけれども、講習

だけではなくて、もう少し実践的な訓練もして、そういうところとまた防災係が連携する。

そうでないと、実際問題、避難所の設営にしてもそうだし、ボランティアセンターなんかの

設営にしたって、ただボランティアが集まってくるだけではできないわけですから、その点

ではもう少し質を高めていかないといけないというのが、私自身は防災訓練をやった結論と

して、問題点、この辺を解消したいなというふうに考えますが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まずはデジタル無線、これ本当に私も山田議員と全く同じで、予算の

ときも相当な金額がするので、本当にいいのかというような、とりあえず担当が先日も話し

ましたが、大島ができれば多少違いますということを言われましたので、その結果をちょっ



－105－ 

と注視したいと。それで一番やっぱりデジタルに関しては、不信感と言い方はおかしいけれ

ども、まず無線電話がありますよね、電話。それが役場、福祉センター、図書館と、やっぱ

り方向性があるんですよね。方向性がだから、通話できないもので、これでは、もうデジタ

ルといえばどこへ行っても通信ができると思ったですよ。それだと方向性があったというと、

もう限られた方向しかできないので、果たしてこれはいかがなものかという中で、電話に関

しましては、とりあえずこの役場庁舎のどこに置いてもとれるような、そういう方向をとり

ましたし、今、山田議員はとにかく無線に対しましても、ただ190はとって何も役に立たな

かったら本当に無駄遣いですから、当然買ったらそのような方向性、そこではどこでもとれ

るような、当然そういうこともやらなければいけないなとは考えております。ちょっと大島

の基地ができてどの辺程度までとれるか、それはまたやっていきたい。 

  そういう中で、やっぱりアマチュア無線、これは本当に区長会の自主防の反省会でもそう

いう意見が出ました。基本的にデジタル無線よりもアマチュア無線のほうが重要で、結構役

に立つのではないかといったもので、やっぱり町としても、今度はアマチュア無線も併用し

ながら、そういう方向でもやっていきたい。とにかく大島の基地ができて、どのような方向

性になるか、ちょっとそれを確認させていただきたいと。それでもしわかったら、やっぱり

アマチュア無線との併用をこれは真剣に考えてやっていかなければならないと考えていると。

デジタルに関してはそういう感じでございます。 

  次に、別荘、マンション。別荘地に関しましては、山田議員が言ったようなこともありま

すが、これはちょっと検討させてください。別荘地に関しましては、本当に地域の自主防に

任せて果たしてどれだけできるか。ただ、マンションに関しましては、今ちょっと自主防の

ほうがいい関係でやっているところもありますもので、マンションのほうに関しましては、

引き続きこの同じようなことでやらせていただきたいと思います。別荘地のほうはちょっと

検討させていただきたいと思います。 

  次に、防災教育の防災士の活用、これ本当に山田議員が言っているように、やっぱり机上

と実践は全然違いますもので、今までは机上は相当町はやっているつもりでおります。今言

った防災講座、いろんな面で。しかし、それに対する実践はちょっとやっぱり少し少ないか

なというのは考えておりますので、それでまた担当と相談しながら、それに対して実践の方

向のまた機会を増やしていきたい、そう考えておりますけれども、実際、防災の担当課と現

場はどう考えているかわからないので、防災現場のほう、ちょっと。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 
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○総務課参事（竹内 茂君） それでは、防災士と人材育成に関しましては、山田議員のおっ

しゃるとおり、講習会は何回もさせていただいています。実際、いろんな会場を使ってやろ

うかとかという、今までも区長会等を通じてお願いしてきましたが、なかなか日程がとれな

かったという部分もあります。今回、総合防災訓練をやった中で、やはり実践的なものも入

れて、レベルアップを図っていきたいなというのは実感としてありますので、今後はまた自

主防災会を通じて、そういうことができればやっていきたいなと思っています。あと、でき

れば一般の方でそういうことに興味のある方で参加していただける方がいれば、そういう方

もできれば育成をしていきたいなというふうには思っております。 

  あと、無線の関係なんですが、無線に関しましては190台が一気に来るということではな

くて、基本的には統制をします。町のほうからどこどこに対して無線でやりとりをするのが

基本になります。今回の無線につきましては、それぞれのグループ分けをしていまして、グ

ループ内での情報のやりとりはできるようになっておりますので、その中での情報のやりと

り、それから近況報告、状況の確認というのはできるようになっていると思います。 

  それで、大島局ができるとちょっとカバーができるというのは、出力が違います。今、浅

間山の中継局の出力は１ワットしかいただいていません。というのは、当初５ワットを要求

したんですが、関東圏の飛び出しが大きいということで、関東圏への飛び出しはまかりなら

んということで、やっと１ワットいただきました。当初0.1ワットと言われたんですが、ど

うにか東海通信局を説得して、１ワットいただきました。それで大島局につきましては、今、

県の計画では20ワットという形で進んでおりますので、そうしますと大分受けが違うという

形になりますので、御理解をお願いしたい。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） アマチュア無線が５ワットというような状況を考えると、いずれに

しても、今回欠陥というか、機械が思ったより弱点もあるので、ぜひ大島局が設置された後

もやっぱり実態に合わせて、実は入るか入らないか、いざとなったときに入りませんでした

というのでは、もうどうしようもならないことになるので、やっぱりあれしていただきたい。 

  それと、ちょっとこのやっぱりアマチュア無線も後でも使うんですが、すぐれた機能があ

って、１つはＧＰＳ機能がついています。自分たちの場所、また相手等の。それともう一つ

は、ＡＰＲＳ機能というのがありまして、これは受けるほう、これも当然あれです、接続は

するわけですけれども、画像が転送できるという機能もあります。 
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  だから、こういうやっぱり機能も含めて、ちゃんと受け皿を役場もつくるし、また持って

いる方々にもそういうものを、今、ほとんどはこういうのが主流になっていますから、そう

いう機能でデータのやりとりという活用もできるわけですので、そういう点も含めて整備す

るということが必要かなと私は思います。 

  人材育成の点については、やっぱり難しいと思うのは、自主防の役員だからといってもや

っぱり役員は変わってしまうんです。なので例えば、副町長も役員をやっていてそうだと思

うですけれども、またいくら役員とか実際のところでいえば、ほかの仕事がたくさんある。

そうすると、例えばその中に１人ちゃんとした防災担当者がいるとか、何しろその人と各区

の中での防災員とかそういう方々がちゃんと位置づけられて、そこがしっかりとした訓練が

できると、そこの人たちがその区の訓練や何かもちゃんと立案をして、指導できるようなレ

ベルにしていかないと、今、町が考えていることの大半はなかなかできないですよ、結果と

して。 

  変な話だけれども、いつまでも炊き出しをして消火器の訓練をやっていて、今の災害に対

応できるのかといったら、その訓練は関東大震災の教訓から生まれた訓練だけれども、その

状況のレベルではないわけですから、もっと避難所にしたって被災者の対応にしても、今や

らなければならないことというのはいっぱいあるわけですから、やっぱり訓練の質も上げて

いくためには、担当者も大変だけれども、やっぱりそれを各自主防含めて町民隅々に行き渡

るような体制をつくるためには、やっぱりその間にこの人材が必要で、これは県がやってい

る富士の国何とかだとか自分もあるけれども、そんなものは関係ないんですよ、極端に言え

ば。やっぱり実践的な講習や訓練を受けていなかったらペーパードライバーと一緒ですから、

肩書があるだけだったら何も意味がないんですよ。やっぱりそういう点で活用が絶対に不可

欠な課題になってくると私は思っております。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、無線の関係でございます。 

  本当に大島が20ワット、相当な出力が出てくる中で、結果が見たいです。やっぱりデジタ

ルの支障で私もアナログ人間ですから、やっぱりアナログの人だと考えております。やっぱ

りその両面でやっていくことが、さっき山田議員がおっしゃった福島原発の町長さんの最後

のコメントがそういうふうだったということは、やっぱりそれなりのメリットがあると考え

ておりますもので、大島の出力が上がったとしても、アナログに対しましてもこれは検討し

ていきたい、そういう考えでございますので、それは御理解願いたいと思います。 
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  次に、防災士の関係、まずは町に防災士登録していただきたいと。やっぱりそれを中心と

した中で、今度はそれを町といたしましては、登録した人に関しましてそれを中心とした中

で、またいろいろ自主防の中に入って実践的にやっていきたいと考えておりますもので、ま

ず防災士さんの資格とかそういうものを持っている方はまず町に登録してほしい、これがま

ず第一だと。 

  それとまた、稲取かどうかというのはやっぱりある程度の責任があるところ、各自主防の

中でいた人がいれば、それは推薦していただいた中でそういうことをやっていきたい。でな

ければ、やっぱり今、山田議員が言ったいざ災害が起きた場合は、多分まだまだ結構混乱す

るのではないかと考えておりますもので、いざ災害が起きた場合、最小限の混乱で抑えるよ

う、そのような方向で町はやっていきたいと考えておりますので、そのような方向で進めて

いきたい、そう考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第３問、伊豆東部総合病院についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第３問目に、伊豆東部総合病院についてということで、町民も非常

にその状況を心配しております。 

  まず、第１点目に、当初からしますと、新築工事の着工がおくれている理由と見通しにつ

いて伺いたい。 

  ２点目に、地域医療への位置づけというものがどの程度行われているのか、この点につい

てお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 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問の伊豆東部総合病院については２点からの質問にな

っておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

  まず、１点目の新築工事着工がおくれている理由と見通しはについてですが、伊豆東部総

合病院の新築工事につきましては、経営母体である医療法人康心会による入札が昨年12月及

び６月にそれぞれ行われましたが、いずれも不成立であったとの説明を受けております。 

  ６月議会での内山議員の一般質問でも答弁しましたとおり、康心会の分析によりますと、
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民間によるビル建設の計画などの影響により、建築資材が高騰していることを初め、伊豆地

域の地理的要因でコスト増につながることが影響しているとのことでした。 

  見通しにつきましては、現時点では示されておりませんが、今後早期着工を目指すと伺っ

ており、引き続き新病院の早期完成と工事期間中の現病院での医療の提供を働きかけていき

たいと考えております。 

  ２点目の地域医療への位置づけは行われているのかについてですが、本年度９月から二次

救急の輪番加入により、救急医療の入院救急医療を担う医療機関として位置づけられており

ます。また、災害時においては、救護病院として医療救護活動を担う医療機関として位置づ

けられております。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、まず、着工の問題で確かに建設コストの問題というのはある。

これは当然経営的な問題でございます。 

  ただ、町長、逆に私は町長も御存じかどうかはわかりませんけれども、お隣の河津にあり

ます今井浜病院につきましては、今年度から河津町を通しまして特別交付税が9,600万円ぐ

らい入っているんです。やっぱり60床の病院でも、実際的に言うと、かなり経営という面で

見れば赤字だと私は思うんですけれども、恐らく厳しいんですよ。一生懸命やっているけれ

ども、やっぱりいずれにしてもパイが小さいわけですから。 

  結局そういうことも含めて、当然これは病院の経営母体が公益社団法人ということで、公

の団体であると。これを今、数年前のこの病院の改革の中で、いわゆる自治体病院にしか特

別交付税が出なかった。しかし今は、済生会であれ、厚生連、赤十字というような公的な病

院、または民間病院でもいわゆる医療社団ではなくて、社会医療法人、下田メディカルも社

会医療法人のメディカルセンターにお願いしているわけですけれども、社会医療法人の場合

も特別交付税が出るんですよ。 

  私が何を言いたいかというと、東部さんのほうの康心会さんのほうも例えばやっぱり当然

それをクリアするためには、経営のあり方であるとか地域医療に対する貢献というものが審

査をされるんだけれども、そういうものを通じてやっぱり公的な資金を援助していただける、

そういう体制をつくることも必要なのではないかと。 

  例えば、今後予定されているような150床の病院ということで考えますと、この地域であ

れば、１ベッドにつき年間70万円ぐらいの補助が、特別交付税が受けられるわけですね。実
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際、下田メディカルなんかの場合でも当然そういうものを受けているわけです。そうします

と、これに救急医療等々をやることによって、１億円とか１億5,000万円、特別交付税を町

を経由していただくということも可能なわけですよね。現に今井浜はやっているわけですか

ら。 

  そうすると、多少の建設コストがどうのこうのあったとしても、そういう形で支援をしっ

かりと受けられるような、公的なちゃんと医療をやりますよと、こういう方向になっていく

ならば、多少のコストということも大して痛くはないじゃないですか。また、多少これから

地域医療をやっていくんだけれども、赤字の要素だってこれはたくさんあると思うんですよ。

でも、そういうこともね、やっぱりそういう財政支援もしっかり国からも受けられるという

ようなことを検討していただくことが、私はひとつ大事なのではないかなと思っています。 

  もう一つは、この間町長が６月の議会のときにも言っておられましたけれども、在宅医療

の関係で、県のほうの指導もあって、河津と東伊豆と今井浜病院とこういう協議会というも

のも設立をされてきた。これは私６月に言いましたけれども、やっぱり地域医療介護総合法

案という形の枠組みの中で、やっぱり実際問題として生まれていることですよね。そうして

くると、今、町長が言われたけれども、救急や災害時の問題で役割はありますよということ

にはなるんだけれども、やっぱり今後の地域医療計画全体の中で、県の中でどう位置づけら

れるのかという点では若干不安も残ります。 

  当然この法案の中では、高度医療の病院なのか、急性期病院なのか、回復病院なのかとい

うような病院の色分けもされてくる。そうすると、同じような病院がこの医療圏の中に幾つ

も残れるのかなというような問題も今は出てきていると思うんですよ。しっかりこの辺も見

て、やっぱり連携をとっていかないと、ペナルティということを私は受けるのではないのか

なと。 

  もう一つは、前、全員協議会に法人の方がいらっしゃったときにも申し上げたんですけれ

ども、いわゆる産婦人科の設置をやっぱり目指しているということで考えると、やっぱりこ

の点では、県とかこの医療圏を構成する賀茂の市町との協議もして、そういうところの支援

も含めて考えていかないと、やっぱり産婦人科というのは成り立たないと思うんですよ。 

  医療法人が必要だという、看護士育成や何かで必要だと、地域でも子供を産める場所がほ

しいよと。でも、やっぱり産婦人科というのは赤字になりますよね、こういう過疎地域、人

口が減っているところでは。そういう中で、やっぱり国からの支援が受けられる病院として、

また県からも、今回のやつで見れば、県のほうからの医療再生交付金ですか、例えばいただ
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けるような形で事業が進んでいかなかったら大変ですよね。施設補助も大変だし、今後の運

営費についても、子供の出生が賀茂郡全体でもう500を割るというような中で、採算をとろ

うと思ったらかなり負担になる。 

  これも特別交付金等が受けられるような形であれば、１医療機関について、例えば年間

3,000万円なんかの産婦人科等に対する、病床に対する補助金だとか、また入院、ベッド数

に応じてたしか１ベッド当たり300万円ぐらいですかね、そういうやっぱり交付金というメ

ニューはあるわけですよ。 

  これも全くずっと民間経営のままでいいのか、本当にそういう地域の中でこういうところ

で医療活動をやっていただく、本当に公の医療としての役割を担っていただくのであれば、

そういうところを連携して、しっかりと国から支援いただけるものは受けられるような形に

整えてあげないと、ただ病院ができるのをこう待っていても、これはやっぱりだめだと思う

んですよ。そうしないとやっぱり継続して医療が持続できない。こういう点をやっぱりぜひ

進めていただく必要が私はあるのではないかと思いますが、いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、この伊豆東部総合病院も町を挙げて残ってくれ、また建設する、

新築していく中で、本当に町民の期待が大変大きいと思います。そういう中で、１回目が不

調に終わった後に、一応東部さん、康心会の茅ヶ崎のほうに伺いました。その中で町民の要

望が大きいもので、できるだけ早く着工してほしい、また入札してほしいと言った中で６月

にやって、また再度入札が不調に終わりましたもので、また近々私、行ってくるつもりでお

ります。 

  何しろなるべく早急にやっていただいた中で、早く工事を進行してほしいということはま

た言ってくるので、今、山田議員が言われましたその公的なことも今度は再度言った中でそ

ういうことができればと、またその辺の康心会の考え、また提案した中で考えも聞いてきま

すもので、その辺は山田議員からいいことが提案されたという中で、近々また康心会さんの

ほうに行っていきたい。また、町はそういう気持ちございます。 

  まず、それに対しましては行ったときの回答は、また議会のほうには示していきたい、そ

う考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  最後に、産婦人科、これもそういう面の中で法的なまた支援ができれば、それは町として

も積極的に参加した中で、やっぱり康心会さんがこの町で生き残れる方向、それは町として

の責務でございますから、それはまたやっていきたいと考えておる。 
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  さらに、地域医療の関係、今井浜の中で、最初賀茂郡１つでしていたんです。要するに、

西伊豆１カ所でまず実験的にやってみようという中で、政策的な何かがあるかわかりません

けれども、西、中、東という中で、今、今井浜さんが手を上げたという中で、自分としては

最初はもう西伊豆で一括でまずやってみればいいのではないかという中で、伊豆はじゃ３地

域でやってみようという、そういうことが出てきました。 

  それだけれども、十分何かあるのかなとか考えて、何しろ当然地域医療と県とコネクショ

ンというような、いろんなもうある程度の情報は地域医療さんのほうに入ってくるのかなと

は考えておりますけれども、基本的にはやっぱり河津がよくなることはもちろんですけれど

も、やっぱり河津がよくなって、この東伊豆町がまた独自の方向でよくならなければ困りま

すので、その辺はまたさらに情報はとった中で、この東伊豆町がよりよい町になるために東

部さんに生き残っていただいた中で、やっぱり東部さんがいい病院をつくっていただくこと

が町は一番でございますもので、その辺は早急にまた茅ヶ崎に行った中で、今、山田議員が

言ったことを言った中で康心会さんがどのような考えを示すか、これはちょっと時間をいた

だきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 今のお話を聞いていると、やっぱり余りその交付金の問題について

は康心会……。康心会さんも経営の母体がやっぱり茅ヶ崎だとか神奈川のほうで、この過疎

地域でこういう制度が受けられるなんていうことを、もしかするとよく知らないのかなとち

ょっと私は思うんですけれども、そういうことをやらなくても経営できるところと、やっぱ

りこういうところでやる以上、また今、制度がこの何年かの中でもうんと変わってきた、今

回の法案の中でも非常に変わってきているわけですから、それに対応するためには、非常に

足かせとなる部分もあるけれども、医療として受けられるものについて、やっぱりちゃんと

医療機関としても受ける視点というものを検討される必要が私はあると思います。 

  今、町長が言われたことで、たしか僕、実は町が河津と今井浜病院と在宅医療協議会とい

うものを構成するということに非常に違和感を感じました。というのは、今、今井浜病院に

ついていえば、医療は一生懸命やっていただいています。だけれども、介護の部分でいえば、

ほとんどそこは出ていないんですよね。かえって東部さんのほうがデイケアであったり、訪

問看護であったりとかという、いわゆる介護保険事業の取り組みについては、かなり熱心に
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やってくれていると私は思っていたんです。なのに、この地域医療介護、在宅医療協議会と

いうものについていえば、その東部さんではなくて今井浜になった。これはまことによくわ

からない。それは県の考えなんでしょう。ただ、考えるところによると、そういう枠組みか

ら東部さんは外されてしまったという、逆に言えば、また別の見方をすれば、そういう事実

もある。 

  今後のやっぱり医療圏の中での医療整備、また人口が減っていく中でベッド数の見直しと

かというときに、こういうところがやっぱり障害にならなければいいなというのが私の懸念

材料でございますので、ぜひ町長、早く頑張ってつくれと言うだけでなくて、何とかやっぱ

りこの地域で医療をやるためには、いろんなやっぱり地域医療の支援というものがあるわけ

ですから、そういうものもぜひ検討していただいて、必要な施設をちゃんと整備していただ

くというようなことでのアドバイスと連携を図る必要があると思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、山田議員が言った、うちの町に東部さんは絶対必要な施設でござ

います。地域支援ができることはこれは積極的にやった中で、また東部さんのほうに、康心

会本部に行った中でこれを早急に建てていきたい、そういう考えでございます。 

  それでやっぱり在宅医療に関しても、私、本当に不満ではないですけれども、おかしいで

すよ。基本的にはほかの３地域は首長さんが入っている中に、河津とうちだけ首長が入って

いるですよ。そんなの僕はおかしいのではないかと言った中で、やっぱり何かちょっと不信

感を持っているのは現実でございます。その中で、なるべくいい方向に行ってくれればそれ

はもういいですけれども、ちょっとそういう不信感があるということだけは申し上げていき

たい。 

  何しろ東部総合病院は、町にとって重要な懸案事項でございますもので、町と東部さん一

体になったので、町が支援できることは支援したいので、早く病院をつくってほしい、これ

はまた近々康心会へ行って言っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第４問、有害鳥獣対策についてを許します。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 第４問、有害鳥獣対策についてであります。 

  まず、第１点は、鳥獣被害防止計画策定後の成果と課題についてどのような状況だという

ふうにお考えか。 
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  ２点目に、狩猟による駆除が自粛となっていましたが、最近の報道では20日から解除にな

るということがあれしまして、質問を出したときには自粛状況だったんですけれども、これ

につきましては、ちょっと変わりましたから、この点についてはまた後ほどのところで、再

質問のところでちょっと触れさせてください。 

○議長（鈴木 勉君） 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、有害鳥獣対策につきましては２点からの質問です

ので、順次お答えいたします。 

  １点目の鳥獣被害防止計画策定後の成果と課題はですが、平成23年度に策定した鳥獣被害

防止計画の成果といたしましては、捕獲に対する取り組みでは、平成25年度までの実績とし

て、鹿は目標値390頭に対し259頭、猿は目標値60匹に対し44匹、イノシシは目標値90頭に対

して272頭、タイワンリスは目標値300匹に対し161匹でした。捕獲報奨金の活用により、

年々捕獲数も増えております。また、防護柵の設置等に関する取り組みでは、農業者による

電気柵の設置により、被害が減少するように努めております。 

  課題といたしましては、捕獲に関しましては、捕獲従事者の高齢化による減少、新規の従

事者が増えないことなどが挙げられます。また、有害鳥獣が人里近くに多く出没するように

なったために、銃器等が使用できず、捕獲が困難になってきていることが挙げられます。防

護柵等につきましては、農作物の違い等により依然と個別の設置が多く、広域な設置が難し

いことが挙げられます。 

  ２点目の狩猟による駆除が自粛となっているが、再開への働きかけはですが、有害鳥獣の

許可捕獲が自粛となっておりますのは、昨年11月に長泉町で自治体主体の許可捕獲中、猟銃

による人身事故が起こり、その後も全国で事故が続く中、本年７月には伊豆市で許可捕獲中

に死亡事故が続いたことが原因です。静岡県警や各猟友会等の関係機関の協議により、当分

の間再発防止対策が確立するまでは許可を出さないこととなりました。 

  しかしながら、その間にも有害鳥獣による農作物への被害は続き、農業、農協等から捕獲

作業の再開を要望され、当町も東伊豆町猟友会に相談をしてまいりました。その結果、各市

町でも同様な働きかけがありまして、山田議員が言っているように、９月20日から再開がで

きるようになりました。 

○議長（鈴木 勉君） 14番、山田さん。 
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（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 質問を出したときは自粛中だったんですけれども、こういうことも

あるんだなと思ったんですけれども、ただ、町長、私ここで提案したいのが２つあるんです

けれども、やっぱり今後もこの事故ということについて、狩猟をやられる方なんかの意見を

聞いても、やっぱり夏場はまだ草なんかが生い茂っているときのやっぱりその、狩猟期の秋、

冬ということになると、やっぱり大分違うわけですね。この違いというのがあって、それで

昔から鹿やイノシシを狙っていた猟師と最近になって鹿、イノシシをやるようになった猟師

のやっぱりこの経験、技術の違いもあるということも伺いました。 

  そういう面で言うと、やっぱり駆除の狩猟は狩猟期でない時期にやるわけですから、事故

を起こさないという点では、やっぱり夏場なり山中で草がある中でそういう実地講習をする

ぐらいのことも経験を重ねる上では必要なのではないかなと。免許を取る段階では、そうい

うことはないんですよ。ただ獲物が狩猟していいものか、狩猟してはいけないものかという

ようなことの訓練はある。だけれども、実際には山の中で非常に見通しが悪い中でもやらな

ければならない、一定の講習や何かというものをしっかりやっぱりそういう中でやっていた

だくことも必要だと私は思います。 

  もう一つは、やっぱり科学技術の活用というものが必要なんだろうと思うんです。ちょっ

と先ほど言いましたように、こういうアマチュア無線でもＧＰＳの機能があります。アマチ

ュア無線同士でも、どの方向に人がいるなんてことはＧＰＳの機能でわかったりするわけで

す。やっぱり狩猟、山の中でお互いがよく見通しがきかないということが本来いいかどうか

というのもありますけれども、やっぱり経験や技術を補うという点で、やっぱり安全を確保

するためには科学技術も必要なんだろうと。 

  例えば今、競技でビームライフルだとか射撃というやつは、人間に向けてはレーザーは発

射しない、的に対してはレーザーを発射する、もとは熱感か何かの機能があると思うんです

よ。やっぱりそういう科学技術も駆除をする一つのサポート材料として、やっぱり研究開発

が私は必要なのではないかなと。高齢化もしている、実際経験不足の方がまた駆除に出られ

ても、人間がやることですから、事故が起きないということはない。 

  やっぱりその事故を起こすことによって、今回の２カ月ぐらいの自粛期間というのは物す

ごく痛いんだろうと思うんですけれども、私が聞く限り、伊東から東伊豆、河津、下田、と

にかく夏場にウリボウの活躍がすごかったと。田んぼや何か畑にどんどんウリボウが出てく

る。ちょうど出産があったんでしょうか、大変なイノシシのベビーブームみたいなものがあ
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りまして、畑へ出てくるということですと、このイノシシがやっぱり大きくなり、何年か後

またそこへ餌を食べにくるという学習機能が働きますから、非常にこの何年かにわたって被

害を受け続ける危険性がある面ではあるわけですよ。それで、ちょうどこの時期、悪かった

と私は思うわけです。 

  そういう点では、こういうやっぱり事故が起きない、またその自粛というようなことを再

びつくらないためには、やっぱり駆除ということは、もう完全に狩猟をやられる狩猟者の部

分だけではなくて、県知事含めてやっぱり市町村も含めてこの駆除をしていかないと、伊豆

半島のやっぱり美しい国土は守れないと、環境は守れないと、農家も守れないと、こういう

やっぱり決意の中でやっていることですから、県にそういう意味での技術開発なんかもぜひ

していただいて、駆除をやる人たちにそういう、例えばやっぱり照準を当てたら、人間がい

たら、電波が発信して注意を喚起できるとか、いろいろ今のことですから、我々が考える以

上のことはできると思うんですよ。 

  これは県でやっぱり音頭をとって、こういう事故がたび重なった静岡県がやっぱり率先し

てやらないと、伊豆半島をやっぱり守っていけないと。ジオパークだ何かといったって、足

元から環境がやっぱりどんどん崩れていくというような事態になりますので、こういう働き

かけをぜひ伊豆半島の市長さん、また県へしていただいて、大きな力で今後こういう事態を

つくらないような取り組みをしていただきたいなというふうに思います。いかがですか。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 今、言ったように、駆除が絶対必要な作業、作業という言い方はおか

しい、やっぱり今、体系が変わってきますから、これは駆除が絶対必要。そういうことで、

駆除をやることで不幸にもこのような事故が起きましたが、絶対これは再発防止は、絶対防

がなければならない、そういう考えでございます。 

  そういう中で今、山田議員からいろんなことが提案されたので、やっぱりこれはあくまで

も県が主体となった中でやっぱり伊豆半島を守っていく。１つがやったとしても、これはト

ータルでやらなければとても難しい問題でございますから、この辺は何かの機会があったら

また町村、賀茂郡の町長会があった場合はこれを投げかける。それに７市６町の首長会議も

ありますので、またこういうことが提案されたから投げかける、そういうことをやって、県

にはどんどん強く圧力をかけてお願いしていきたい、そういう気持ちでございますもので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で14番、山田さんの一般質問を終結します。 
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  この際、11時10分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時５４分 

 

再開 午前１１時０９分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◇ 須 佐   衛 君 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さんより、一般質問で掲示板を使用したいとの申し出があ

りましたので、これを許可します。 

  次に、１番、須佐さんの第１問、ふるさと納税制度についてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） こんにちは。 

  本定例会におきまして、３問通告しております。一問一答で御回答願いたいと思います。 

  まず、１問目、ふるさと納税制度についてということです。 

  近年、ふるさと納税については、行政の新たな自主財源として注目されているが、その点

について伺います。 

  ①町のふるさと納税の状況について。 

  ②当町にふるさと納税した人に対する特典は。 

  ③今後の取り組みについてということです。 

○議長（鈴木 勉君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第１問、ふるさと納税制度については３点からの質問とな

っておりますが、１点目、町のふるさと納税の状況について、２点目、当町にふるさと納税

した人に対する特典は、３点目、今後の取り組みについてにつきましては関連がありますの
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で、一括してお答えいたします。 

  ふるさと納税制度が平成20年度に開始されて以来、平成25年度までの６年間の当町へのふ

るさと納税の状況といたしましては、合計で29名の方から338万円の御寄付が寄せられてお

ります。 

  飯田議員の御質問でもお答えしたように、固定資産税の納税通知書にふるさと納税の御案

内を同封してからは、寄付をしていただく方が増加しております。寄付をいただいた方への

特典と言われるものはなく、礼状と寄付をいただいたときの「広報ひがしいず」をお贈りし

ております。 

  今後の取り組みにつきましては、ふるさと納税に対する特典等の検討を開始いたしました

が、今後注意深くその方向性について考えていきたいと思いますので、御理解をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  昨日も飯田議員さんからもふるさと納税について御質問があったと思いますけれども、こ

れまでも予算や決算の特別委員会でこのふるさと納税寄付金に関するこの項目について、も

う少し町はこの項目について真剣に捉えていくべきではないかというような質問もさせても

らった経緯もございます。 

  その中で、納付書とともにそういう形で案内をということを聞いたわけなんですけれども、

ちょっと寂しいかなという気がするんです。近年、このふるさと納税制度というのは、取り

上げ方が非常に過激化しているといいますか、そういう状況もあるんですけれども、その内

容を見ますと、これ非常にこの町にとってもいい部分があるのではないかというふうに思っ

ています。今、人口減少問題でも一極集中していると言われている都会の人たちから、ふる

さとやそれから観光で訪れた土地に頑張ってもらいたいという気持ちから、寄付ができると

いう点で注目されているというわけなんです。 

  最近、インターネット等で見ますと、「ふるさとチョイス」というポータルサイトがある

んです。それを町長はごらんになったこともあるかと思いますけれども、その「ふるさとチ

ョイス」というところでこういうことが書いてありました。ふるさと納税の５つの特徴とい

うことで、税金が控除されるということになります。例えば、４万円納税しても３万8,000

円の税金が控除されることもあるというような形のものがありました。そして、通常、税金
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というのは納めればそれは役所がその使い方というものを振り分けたりするわけなんですけ

れども、このふるさと納税に関しましては、使い方を納税者が指定できるという、そういう

ような決め方があるということで、日本で唯一税金の使い道が指定できる制度であるという

点が挙げられます。 

  そして、１つの自治体ではなくて、複数の自治体から納税できるところを決めることがで

きるという点が挙げられるわけです。また、生まれ故郷はもちろんですけれども、それ以外

でも納税できる、いわゆる寄付ができるという形になっている。そして、最近非常に注目を

集めているのは、特産品や工芸品等、各地のお礼の品が届けられるというところがあるわけ

です。よく最近ウィンウィンというような話を聞きますけれども、自治体にとっても大変あ

りがたいことですし、納めた人にとっても大変ありがたい制度であるということが言えるの

ではないかというふうに思っています。 

  今日こういう冊子を持ってきました。雑誌、ムックなんですけれども、「ふるさと納税ガ

イドブック」というこういった感じの冊子が結構多く出版されています。その中にふるさと

納税のことが紹介されているわけなんですけれども、例えばこのふるさと納税というのは、

東北地方ですとか被災地に対して大変ありがたい制度で、その地域の災害の助けになってい

る、復興の助けになっているというようなことが紹介されていたり、ある自治体のこれは島

根県浜田市というところの市長さんがこう出てきておりますけれども、この浜田市というと

ころでは、実に１億円を超えるふるさと納税寄付があったというような話があります。 

  これぺらぺらめくってみますと、地域別に特典ガイドというのがこう出てきているんです

ね。この特典ガイドの中で見てみますと、賀茂郡下で出ている自治体がありました。西伊豆

町が１ページにわたってこう紹介されているということがあるんですね。これを見ますと、

その特産品として、生け締めのヤリイカですとか干物であるとか、そういったものが紹介さ

れて、また体験できるようなものとして、シュノーケリング体験ができるような、そんなよ

うな紹介も出てきているということになります。あるいは、もう少しこう見てみますと、南

伊豆町もこういう形で出ていました。温泉メロンですとか、伊勢海老とかアワビとか、ある

いはキンメダイのみそ漬けまで、お株を奪われたような形でこの特産品として挙げられてい

るということがあります。 

  私もこれ大変興味深かったものですから、この出版社にちょっと電話して聞いてみました

ら、このムックですけれども、２万部発行されているということなんです。こういう形で自

治体が紹介されるだけでも、かなりその効果があるというふうに私は思いました。 
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  そんな観点から、ちょっとこう見ますと、地元紙伊豆新聞には、ふるさと納税で南伊豆町

が1,500万円といったような記事も、これ７月12日でしたけれども、2008年スタートから今

年３月末までに1,224万7,000円、705件の寄付があったと。それで1,000万円の大台を突破し

たということです。今年の４月から７月11日までの寄付額は既に379件で316万円、申し込み

は519件あったということが出ております。前年度は619件、603万2,000円の寄付が集まった

ということで、今年に入ってもかなり上昇しているという形があります。 

  私もこれまでもこの町の登録商標したようなキンメダイであるとか、ニューサマーオレン

ジであるとか、そんな話もさせてもらった中で、町内のその特産品をＰＲできるいい機会で

あるということが言えるということだと思います。 

  聞いた話ですと、西伊豆町におきますと、このふるさと納税で20代から30代の職員が何か

プロジェクトを組んで、この関係のものに取り組んでいるというような話も聞いたところで

あります。 

  昨日の飯田議員さんの質問に、町長も前向きに考えているようなお話でしたけれども、具

体的にどういうふうに展開していくのかということをまず１点お聞きしたいのと、町長とし

ては、この町の特典としてどんなものがあるか、その辺のところもちょっとお聞きしたいな

というふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） ふるさと納税につきましては、全国的な話題の中で各地でやっている

中でテレビもいろいろ紹介して、今、一つのブームになっております。これが現実でござい

ます。 

  しかしながら、私はふるさと納税の意義というものは、あくまでもこのふるさとに対する

愛着、それに対するものだと思っている。今は商品目当てで、さっき言いました私が思うに

は、商品目当ての中で、じゃこの商品がいいからこれだけする。当然それは税金の免除があ

るからやることでありまして、二兎を追うというものがいいもので、納税するものに対しま

しては、納税してかつ自分のいいふるさとの特産品がもらえる、ちょっとこういう考えは私

はいかがなものかと思いますけれども、現実問題としてそんなことは言っておれませんから、

やっぱり地域の方が地場産品、そういうものはふるさと納税をやってこの町の地場産品を地

方に紹介してほしい、こう言われましたので、これは、そういう点につきましては地場産品、

それこそ全国ＰＲをやることは大変いいことでございますので、それに対して検討しなさい

ということは言っております。 
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  果たしてそれがどのようなことが検討、例えばキンメ１枚だったとしても、これ高いです、

はっきり言いまして。例えば１万円やってキンメ１枚なんてとんでもない話をするから、や

っぱりそういうこともいろいろ検討した中でやっていくというのを今検討しているんですか

ら、じゃ、どのようなことを考えているかとなれば、当然そういうことも考えた中で、じゃ、

ふるさと納税を幾らにしたらいいかという。対してふるさとの地場産品をやる。これは今、

検討しているところでございますが、どういうことを考えているか。あくまでもこの東伊豆

町における地場産品に対していえばどんなものがあるか、またそれに対してどのぐらいの納

税をしたならばそういうあれだとか、これは今検討させているところです。具体的なものは、

はっきり言って幾らに対してこれだということはまだありません。 

  そういう中で、ふるさと納税に対する一番いいものは、その地場産品を全国発信、これは

私はいいと思います。しかし、最初のふるさと納税の意義が、そこのふるさとに対して何と

か恩返しして、またよくなってください。そうなると、最初うちの町がやったように、まず、

この土地を持っている納税者に対しましてはふるさと納税のことは全国発信しております。

しかしながら、この東伊豆町に居所を持っていない方、これはまだホームページぐらいでも

発信していませんよ。 

  私もその「ふるさとチョイス」のホームページを見させていただきました。その中で全国

的にやっているＴＢＳの「あさチャン！」でも取り上げました。いろんなこのぐらいのすご

いねということで。ふるさと納税の意義ではなくて、ふるさと納税をこれだけすればこれだ

けの特典があると、ただそれだけの紹介です。ふるさと納税という意義の、はっきりしたそ

の意義を税の改正によりまして、税の優遇措置によった中で、ふるさとをよくしてほしい、

何か今それが忘れられているような気が私はしておりますもので、今のこのふるさと納税に

対するブームはいかがなものかなということは、自分自身考えておりますけれども、やっぱ

りその地域の方がその地場産品を何とかちょっと全国発信してほしいという中で今、検討さ

せていますもので、これはとりあえず前向きにこれに対しまして対応していきたい、そうい

う考えでございますので、御理解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ちょっと私が言うと、何かちょっと盛り下がってしまったような雰囲

気もちょっと聞かれるような感じもなきにしもあらずなんですけれども、それは町長が言わ
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れるのは、やっぱり役場のトップとして言われて、それがちょっと、これ総務省あたりも過

熱気味であるというような形のことを今、役所としてはそういうふうに言っているわけなん

ですけれども、やはりこの制度というのは、役場のその論理とかそういうことではなくて、

納税をして、それが自分が収めた税がふるさとのためにどういうふうに使われるか、そして

こういうことに使われる、こういうことにという、その納税者のメリットというものが非常

に大きいという部分を、それをやっぱり考慮してもらわないとだめだと思うんですよ。ただ

単に過熱気味でそれはちょっと違うとかという問題ではだめなのではないかなというふうに

私は思うんです。 

  この地域からやはり都会に働きに行っている方とか、それでそこにずっと住居を構えてい

る方が多い中で、やっぱりふるさとを思ってそこに納税する、その特典というのは、実際今、

そういう形の制度が根づきつつあるわけなので、そういうことについてもう少し寛容に考え

ていかないと、私は乗りおくれてしまうのではないかなというふうに思うんですよね。 

  例えば、特産物ではなくても、宿泊券的なものもやっているような自治体もありますし、

そういうようなことも町長もよく知っていると思いますけれども、これから介護を抱えてい

るこの地域に、自分の親がそろそろ介護になるといったような形の中で週末に戻ってくると

いった人たちが出てきたときに、例えばその介護にかかるそういう交通費であるとか、例え

ば家族みんなで食事をするための食事券とか、そんなような考え方も私はあるのではないか

というふうに思うんですよね。 

  その辺のところをまた１つお聞きしたいというふうに思うんですけれども、また、このふ

るさと納税というのは、制度の仕組みとしては寄付に当たるということになっていると思う

んですよ。この寄付ということをいえば、個人というものの寄付になるわけなんですけれど

も、これよくよく調べてみますと、企業もふるさと納税という形で寄付ができるというよう

なことが出ているわけです。厳密に言うと、ふるさと納税ということでの寄付ではないかも

しれないんですけれども、企業がそこにその頑張っている地域に寄付をするという形はこれ

までもあったと思いますし、これから盛んにそういった形のものにも進展するのではないか

なというふうに私は思っています。企業がその自治体に寄付をした場合に、損金扱いという

んしょうかね、私も不勉強で詳しいことはわからないんですけれども、企業にとってもその

メリットがあるという形のものを聞いております。 

  そういった形の中から、新しいその展開というものがこの町に見えないかなというふうに

思うのと、それから、町の職員の方がそういった形で一生懸命勉強されているということで
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すけれども、この地域でやはり６次産業化に取り組んでいるような、あるいはその地場産品

を一生懸命売り込みをしたいなというふうに思っている方とかも当然あると思うんですよね。

そういう方たちと一度意見交換をするとか、そういう形をとって、前に進めていくというこ

とも一つ形としてあるのではないかなというふうに思うんです。 

  ちょっと質問を整理しますと、今、申し上げたような６次産業化ということも含めまして、

農漁業、そういう産物というもののこれから展開ということもありますし、また雇用の関係

もそういうところで出てきたり、地域が活性化するということも出てくるということがあり

ますし、また企業のふるさと納税ということも一つ展開があるということがありますので、

その辺のところについてちょっと町長のお考えをお聞きしたいというふうに思いますが。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず、このふるさと納税を検討しろと言った経緯ですね、これはまず

は地元の方から地場産品を何とか売りたいもので、ふるさと納税を検討してくれないかと言

われたもので、まず検討しなさいと。まず、ある程度もう町の声は聞いております。そうい

う中で検討しております。それだけは理解していただきたい。 

  そういう中で、先ほど壇上で言ったように、平成20年度に開始されて６年間、29名。これ

はほとんどうちの町の出身者ですよ。私は必ずふるさと納税をやりますと、これどこの人だ

と聞きます。するとこの町の出身者。ということは、基本的にはさっき壇上で言ったように、

納税通知書にふるさと納税の案内を出しているので、当然知っているんです。やっぱり私の

考えは総務省の考え方と一緒です。今、本当にヒートアップしています。 

  確かにその気持ちはわかる。納税義務プラス、これは私の考えもある、プライベートなあ

れで、何しろ納税よりか納税したその商品、そっちがメインになっていると私は考えており

ます。そうでなければこんなにヒートアップしません。純粋に、確かにそれは目的ですよ、

例えば町に来ても、これは観光に使ってほしい、福祉に使ってほしい。やっぱり、さっき

「ふるさとチョイス」で言ったように、そういうメリットはあります。しかし、現実のこの

ふるさと納税、現実の姿、現状の形として、納税よりか納税プラス商品、こちらのほうが重

点が置かれていると考えております。 

  しかしながら、やっぱりその地場産品を紹介するには、確かにこのふるさと納税はいい材

料、材料という言い方はおかしいけれども、そうなりますので、これはぜひ検討しろと言っ

た。これは町としてもその辺はやっていきたいと思う。これはそういう考えでございます。 

  企業に関しましては、まだちょっと検討しておりませんので、この企業に関してはちょっ
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と検討させていただきたいと思います。 

  そういう中で、ふるさと納税に関しましては、私はやっぱり初心に帰って本当にこの町を

よくしてほしい、やっぱり納税と景品という言い方はおかしい、それに対する見返り、今、

見返りのほうが多くなっているんですよ。これが逆転してもそれは大変いいことだと考えて

おります。そういう中で、やっぱり西伊豆のやつも見せていただきました。結構ありました。

言ったように、体験型も宿泊することもありました。しかし、果たしてそれがいいかどうか

は私はちょっと疑問で、もしそういうことがあったら、私はこれはふるさと納税とはちょっ

と違うのではないかと私は言っていきたいと考えている。なるべく町としては冷静にこのふ

るさと納税に対しましては、ヒートアップしないで冷静に対応していきたい、そういう考え

でございまして、ふるさと納税を否定するわけではございませんので、この辺はちょっと検

討させていただきたい、そういう考えでございます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、入湯税についてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 入湯税についてということです。 

  ここ数年、景気の落ち込みとともに、入湯税が減額し続けている。入湯税は地方税法に根

拠があると認識するが、各自治体の裁量があるようにも聞く。そのような点について伺いた

い。 

  ①入湯税はどのような使われ方をしているのか。項目ごとに額と割合を伺う。 

  ②地方税法において、入湯税は150円を標準とするものとするとあるが、当町において税

額を見直す考えは。 

  ③減免措置について、12歳未満は免除となっているが、子供でも年齢に応じて徴収しても

よいと考えるが、いかがか。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第２問入湯税については３点からの質問になっております

ので、順次お答えいたします。 
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  １点目、入湯税はどのような使われ方をしているのか、項目ごとに額と割合を伺うについ

てですが、まず初めに、入湯税の使途についてですが、地方税法第701条の規定により、環

境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等の整備や観光振興に要する費用に充てるも

のとされております。当町におきましては、入湯施設の利用と関連性の強い清掃費、観光費、

消防費に対して充当させていただいております。 

  本年度当初予算での充当割合につきましては、入湯税１億3,500万円を清掃費に対し約

41％、5,520万円、観光費に対して約57％、7,700万円、消防費に対して約２％、280万円を

充当しております。 

  次に、２点目の地方税法において入湯税は150円を標準とするものとするとあるが、当町

において税額を見直す考えは、３点目の減免措置について12歳未満は免除となっているが、

子供でも年齢に応じて徴収してもよいと考えるがいかがかについては関連がありますので、

一括してお答えいたします。 

  当町では、地方税法第701条の２で定められた入湯税の標準税率150円を東伊豆町賦課徴収

条例において入湯税の税率として定めており、現時点では税率を見直す考えはございません

し、12歳未満の子供に税を課し、徴収することも考えておりません。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 御回答ありがとうございます。 

  清掃費、観光費、それから消防費ということに分配されているということです。この清掃

費についてちょっとその具体的にどういった形のものか、もしあれでしたら後でお聞かせ願

いたいと思います。観光については、観光にかかわるもの全般というふうに捉えてよろしい

んでしょうかね。 

  今、地方税法とやっぱりこの東伊豆町の税賦課条例ですか、御案内いただいたわけなんで

すけれども、今回決算書の成果説明書を見ますと、平成24年度は入湯客が87万1,728人、１

億3,000万円の収入があったと、25年は５万人減りました。82万6,320人ということで、東日

本大震災があったときのレベルまで落ちているのかなという感じがします。額が１億2,400

万円ほどあったということです。 

  ５万人減ったとはいえ、大変大きな額であるなというふうに私なんかも認識しておるんで

すけれども、この入湯税に関しまして、観光協会の理事会でしたか、私が役目で行った会議

ですけれども、その中で各旅館の経営者の方がいたものですから、参考までにこの入湯税と
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いうものをどういうふうに思っているか、ちょっと聞いたことがあるんです。 

  それでまず、入湯税というのは何に使われているのかと、観光に使われているのかと、ど

のぐらい使われているのかというふうに質問があったものですから、今日こういう形で質問

したわけなんです。それによりますと、約57％ですか、約半分の額が使われているという形

の認識ですね。額にして7,500万円という形のもので今、お聞きしたところです。 

  入湯税は目的税ということで、こういう形になっているというふうに思うんですけれども、

大体みんな調べますと、やっぱり150円という形になっているんです。ちょっと調べたとこ

ろを言いますと、２カ所、三重県の桑名市が210円だったかな、そして岡山県の美作市が200

円だったというふうに記憶しておるんです。それ以外は大体温泉があるところは150円だっ

たというふうにあります。 

  この額は私は、今改定するということは町も考えていないということで、それはそのライ

ンでいいのかなというふうに思うんですけれども、要は子供、12歳未満にかかる入湯税に関

しては、これはちょっと考えてみたらどうかなというふうに思うんですよね。というのは、

一般客が150円で、もちろん子供も例えば小学生であれば70％の宿泊代費を大体旅館は取り

ます。そして、幼児であれば、50％ぐらいの宿泊料を取る。同じように温泉に入って、くつ

ろいでという形の中で、これまでいわゆる団体客が中心だった高度経済成長期の旅行スタイ

ルから大きく変わってきているような気がしています。今は小グループであるとか、家族連

れの観光客が増えてきているということが言えると思います。この夏も家族連れがほとんど

だったのではないかというふうに思うんです。 

  そういった形の中で、稲取温泉にしても熱川温泉にしても、各地で工夫を凝らした子供の

イベントというのをやっていますよね。ガニ引きであるとか、熱川であればつかみ取りであ

るとかということをやったり、スポーツフェスティバルみたいなことをやったりしていると

いう中で、かなり大変な、人員的なものも大変ですけれども、やっぱり金額的に非常に予算

的に厳しい中でやっている中で、そういう形のものを見たときに、私は家族、その親はその

入湯税、例えば仮に70％という形で考えると100円とか、小さい子は50円とかという形でい

ただいても、これは悪いことではないのではないかなというふうに思うんです。その分この

観光地が十分子供に対してしっかり楽しませてくれる、充実した観光地であると、ファミリ

ー向けの観光地であるということがアピールできるのではないかなというふうに逆に思うん

です。 

  その辺について今一度町長のお考え、これはみんなよその市町も横並びですから、これを
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自治体で変えるということになると、相当な勇気が必要なのかなというふうな形のものも感

じるわけなんですけれども、その辺についてちょっとお伺いしたいというふうに思います。 

  質問を整理しますと、先ほど清掃費のことをお聞きしましたけれども、その点と年齢に応

じた徴収ということは今後考えていくことはできないのかなということです。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 清掃費の使い道に関しては、総務課長から答弁させます。 

  その中で入湯税の考えでございますけれども、まず、須佐議員も御承知のように、観光、

大変苦戦しております。そういう中で子供の入湯税をという考えの中で、近隣のあるところ

で入湯税を12歳未満取るところがあります。また、取らないところもあります。その中で、

来たお客さんがこういう状況の中で、ほかの町は入湯税、12歳未満は取らなかったけれども、

うちの町はどうして取るんだとか、そういう不平不満が出てきますよ。これが一律にやれば、

確かにそれは壇上で言ったように、そういう観光が大分苦戦している中で、果たして子供は

取った中で、そのお客とかその入湯税、当然入湯客が減ると私は思っております、それをや

ることによって。 

  しかし、これは私の独断ではできません。町としてはもう上げるつもりはございませんけ

れども、ある程度観光のほうからそういう声が出れば、そこでまた検討するつもりなんです

けれども、今、町としてはそういう現状がありますもので、やっぱりある程度お客様が来た

中でこの町を楽しんでいただいて、お客さんが多くなったのでいい町だったなという中で、

また再度来てもらうのがまた町の姿勢でございますもので、子供から、その12歳未満からお

金を、入湯税を取るような考えはございませんので、御理解願いたいと思います。 

  あとは総務課長から答弁させます。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいまの入湯税の清掃費への充当内容につきましては、

清掃費ではごみやあるいはし尿処理を行っております東河環境センターへの分担金へ充当し

てございます。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 今の清掃費の東河環境センターへの分担金ですか、これはちょっと私

も初めて聞いたものですから、それはまた後々に考えていきたいというか、これは理解した
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いと思いますけれども。私も議員をやらせてもらっていまして、やはりいろんな話を聞いた

りというようなこともあります。それで、旅館の皆様、観光に携わる皆様からすれば、入湯

税を上げるとはとんでもないことだと、私も冷や冷やものです、正直言いまして。あの議員

は何を言っているんだとかと言われかねない状況もあるわけですよ。 

  ただ、やっぱり町の収入とかということを考えていったときに、財政とかと考えたときに、

先ほどのふるさと納税もそうですけれども、この入湯税もそうですけれども、やはりある程

度確保して、有効に使うということを考えていくということも大切なのではないかなという

ふうに私は思います。消費税もこれまた上がるとか何とかと言っている話の中で、逆行する

ような話かもしれないんですけれども、いただいた分しっかりとその還元するという、そう

いう大義名分というものがあれば、私は認めてもらえるものなのではないのかなというふう

に思いますし、周りの自治体もそういうことに対して、もしかしたら注目してくれるような

こともあるかもしれないというふうに思います。 

  この入湯税は目的税ということで、具体的にどういうことに使われているのかということ

をちょっと今、聞いたわけなんですけれども、これから旅館等の耐震問題というものが出て

きたり、これはこういうものに使われるかどうか私もちょっとわからないと言って申しわけ

ないんですけれども、例えば観光地の廃墟の問題だとかそんなようなものがあったりとか、

そういうような景観とかに使えるようなお金になっていくのかなということなんですけれど

も、その辺は使えるのか使えないのか、その辺をお聞きしたいというふうに思いますね。 

  質問を整理しますと、今一度その入湯税ということについての町長のお考えと、その使わ

れ方について、そういうことにも使われるのかというような、景観ですとかそういうこれか

らの耐震対策とか、そういったものにも使われるのか、そんなことをちょっとお聞きしたい

と思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 入湯税の考えでございます。これは須佐議員のそういう考えもありま

す。そして上げないという考えもあります。その中で、やっぱりメリット、デメリットを考

えたときに、今、入湯金がこれだけあります。私は12歳未満の子供をやれば、当然うちの町

は入湯客が今まで以上に下がると思っています。そんなことで、入湯金額が果たしてそこま

でいくか。それが上回ればそれは考えてもいいです。そうなると、やっぱり私の考えでは減

るから、入湯税は上げるつもりはありませんし、また、今、須佐議員が言ったように、一般

の観光業者はやっぱりそういう考えですよ。やっぱり入湯税を上げればお客は減る、それは
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普通の考えではないですか。 

（「税を上げるのではなくて、12歳未満」の声あり） 

○町長（太田長八君） 同じことですよ。そのことも基本的には入湯税を上げるということ、

今まで取らなかったことを取るということは上げるということですから、当然私は減ってい

くと思います。私の今の考えでは、須佐議員もそういう考え、私も違う考え。そういう中で、

私は現状では観光が大変疲弊している中で、確かに町は自主財源を上げるために、不用売地

は売っておりますけれども、またそれと違った意味で、入湯税はまた違う意味の中で相対的

に見れば、私は現状では上げないほうがいいのではないかと考えるので、御理解願いたいと

思います。 

  次に…… 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） あとは、その入湯税の使い道、観光の振興と整備とうたわれているら

しいけれども、それが果たして耐震とかそういうものに使えるかどうか、これはちょっと検

討させてください。この場所ですぐ即答できませんもので、そういうことに使えるかどうか

ちょっと検討させていただきたいと思います。 

  また、何かその廃墟の整備という、これは町もやりたいんですけれども、昨日も言ったよ

うに、所有者の意思確認がありますもので、そういうことはできるものはどんどん整備して

いきたいと考えていますが、果たしてこの入湯税がそれに使えるかどうかはちょっと検討さ

せていただいた中で、もし使えるならば、やっぱりそれに使うことも一つの道かなというこ

とは自分自身は考えておりますもので、これはちょっと調査させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま１番、須佐さんの一般質問中でございますが、議事の都合に

より午後１時までここで休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  午前に引き続き、一般質問を行います。 



－130－ 

  １番、須佐さんの第３問、災害への取り組みについてを許します。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） それでは、３問目、災害への取り組みについてということで質問させ

ていただきます。 

  近年、地震や津波の災害にも増して、水害や土砂災害への危険性が高まっているが、次の

点について伺う。 

  ①広島市で起きた災害をどのように教訓にしていくのか。 

  ②先日の総合防災訓練における総括は。 

  ③町道奈良本２号線の山間部の状況について。 

  ④濁川砂防堰堤の監視について。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 須佐議員の第３問、災害への取り組みについては４点からの質問とな

っておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の広島市で起きた災害をどのように教訓にしていくかについてですが、この

たび広島で起きた土砂災害からの教訓のことでありますが、ここ数年全国各地での土砂災害

の発生により、国・県の指導のもと、避難勧告等判断マニュアルの作成や土砂災害防止法に

基づく特別警戒区域、警戒区域の指定、避難訓練などに加え、集中豪雨等に対し、気象庁が

発令する気象警報及び土砂災害警戒情報をもとに同報無線、メール配信、地域の自主防災会、

消防団による早期避難の呼びかけなど、関係機関の協力をいただきながら対策を講じていき

たいところであります。今回の災害を踏まえ、今後も引き続き土砂災害への早期対応を図っ

ていきたいと考えております。 

  ２点目の先日の総合防災訓練における総括はについてですが、本年度は県の総合防災訓練

に合わせた実施により、例年の訓練では実施できなかった救護所設置運営訓練や遺体安置所

設置運営訓練が広域的な関係者の参加、協力によりできましたことは、大変意義ある訓練で

あったと考えております。 

  また、今回の訓練を通じ、医療関係機関の皆さんや警察、葬祭場の方々との連携が図られ
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ましたので、これを機に担当部局において今後の災害に備え、さらに密接な関係、体制づく

りが図られるものと考えております。 

  ３点目の町道奈良本２号線の山間部の状況についてですが、町道奈良本２号線周辺の山間

部の状況ですが、平成19年から21年にかけてクリーンエナジーファクトリー株式会社が伊豆

熱川ウインドファームを建設するに当たって、静岡県の林地開発の許可を受け、一連の造成

工事が行われた経緯がございます。 

  事業者が林地開発の許可において設置した調整池排水施設については、定期的に静岡県か

ら立入調査を受け、不良箇所があれば、改善指導が入っていると伺っております。 

  開発エリア内から発生した雨水は、事業者が管理する調整池に流入し、町道部分から発生

する道路漂流水は改良前の道路と同様に現況の沢に浸透している状況となっております。 

  ４点目の濁川砂防堰堤の監視についてですが、静岡県が管理する濁川の砂防堰堤は、旧熱

川交番跡地地先に１カ所、けやき公園から上流側に４カ所あり、合計５カ所設置されており

ます。一番新しい施設は、片倉橋の上流に平成24年１月に完成した堰堤施設となっておりま

す。 

  監視に関する御質問になりますが、静岡県の通常の河川の管理体制は、各市町ごとに配置

した砂防監視員からの４半期ごとの報告と梅雨どきにおける市・町との合同河川パトロール

の実施により、河川状況の実態を把握していると伺っております。 

  今年からは、新たに砂防堰堤施設の管理に重点を置いた巡回も加わったと伺っております。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  今、広島市の状況を踏まえた状況を伺ったんですけれども、いまだその現場では73名の方

が亡くなって、１人行方不明の方がおられるということで、亡くなった方には御冥福をお祈

りするとともに、また災害が各地で起きております。お見舞申し上げたいと思います。 

  あの地形を見ますと、かなり急峻なところのすれすれのところに集合住宅なども建ってい

たりして、そんな状況があって、しかも公営住宅が建っていたということで、ああいうとこ

ろによく建てたななんていうふうにも思ったわけなんですけれども、静岡県は台風の通り道

に当たるところでもありますし、最近では爆弾低気圧的なそういう低気圧も発生するという

こともかなり頻発しておりますので、注意が必要かなというふうに思っておるんですけれど

も、昨日来、先輩議員がこの防災問題ということで、防災の問題で質問されておりますので、
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ダブるところがあるかもしれないんですけれども、またちょっと切り口を変えながら質問さ

せていただきたいというふうに思っております。 

  お手元のほうに配付資料を配らせていただいたと思いますので、そちらのほうもごらんい

ただければというふうに思います。 

  １枚めくりますと、町内の土砂災害特別警戒区域ということで、これは法律に基づいてま

た指定されていると、昨日もそういう御答弁もあったかと思うんですけれども、昨日ホーム

ページのほうから検索できるという話もありましたし、私もその県のホームページ、町のホ

ームページから県のホームページにつながるようになっていますし、また私は県のホームペ

ージのほうもちょっと見させてもらいまして、１つ１つちょっと開けてみたんですけれども、

各地区ごとにちょっと編集し直しまして、こういう形で紙にあらわさせていただきました。

あちらのほうに地図の下のほうにありますけれども。 

  これを見ますと、大きな地区別に見ますとですね、熱川地区と稲取地区という形でこう比

べて見ますと、この県のほうで災害の３本柱という形で挙げています土石流、急傾斜地の崩

壊という形のものをこうまとめてあるわけなんですけれども、熱川地区と稲取地区で見ます

と、土石流では熱川地区が16、そのうち特別警戒が必要だということが８つの地域で、稲取

地区では土石流が６つ、それで特別警戒が２つ、地域としてこう危ないところが挙げられて

いると。急傾斜地の崩壊については、熱川地区36カ所、そして特別警戒がそのうち35、稲取

地区が19カ所でやはり特別警戒が19カ所という形になっていると思います。合計しますと、

熱川地区では52カ所で特別警戒が43カ所、これ合わせた数字ですけれども、稲取地区では25

カ所、そして特別警戒が21カ所という形になって、いずれも大変危険な地域であるというこ

とに違いないと思うんですけれども。 

  こう見ますとですね、熱川地区にかなり多く危険地域があるんだということがわかると思

います。さらにこれを各地区ごとにこう分けてみました。奈良本も北川（ほっかわ）にちょ

っと分けてみたんですけれども、そういう形で見ますと、ごらんの表の形になっているとい

うことが挙げられると思います。 

  ちょっと私、これを見まして気がついた点を私見ということで下に載せさせてもらったん

ですけれども、地区別では、熱川地区が危険度が高い。そして２番目に、土石流の被害は白

田において危険性が高い状況があるという、そして急傾斜地に関しても集落の大きさで比較

すれば、白田の危険性が心配されているということが言えるのではないかなというふうに思

います。 
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  白田といいましても、２つの地域というか、浜の地域とそれから湯ケ岡の地域に大きく分

けるとあると思うんですけれども、土地の皆さんに話を聞きますと、かつて崩れたところが

あったりとか、やはり危ないところがあるというか、実際に私も歩いてみますと、その土石

流の危ない看板が立っていたりとかという形を見たりをするわけなんですけれども、その辺

のところにつきまして、役場のほうで危険性が高いというふうな形のものを特に地域別に見

た場合に、どういうところが危ないのかということが一つ言えるかどうかということをお聞

きしたいというふうに思います。 

  特に白田の湯ケ岡のほうをこういうふうに見ますと、やはり特別養護老人ホームがあった

りするわけなんですけれども、そういったときに避難をするときにどうなるのか、その辺の

ところも警戒というものがどういう形で行われているのかなということがちょっと気になっ

たものですから、ひとつお聞きしたいなというふうに思います。 

  防災訓練についてですけれども、今回、今御説明にありましたように、自主防の通常の防

災訓練と、それから県が中心となって広域の総合防災訓練という形で開かれたということで、

私もその自主防に参加しながら、そしてその各現場の防災訓練というものが見られるところ

は見させていただきました。 

  その中で回ったところをちょっと言ってみますと、熱川中学校のほうも最初に行きまして、

救護所の開設・運営訓練というものがありまして、非常に緊迫した状況の中で、ＤＭＡＴと

言われる方たちがいますよね、そのＤＭＡＴの皆さんがかなりその緊迫感の中で訓練を行っ

ていました。そのＤＭＡＴの本部が熱川温泉病院の中にありまして、そちらもちょっと拝見

させてもらったんですけれども、トリアージの訓練の中でその指示を的確に出しておられた

のも非常に感心しましたし、そういう形の中でその一つの病院との連携というものを見させ

ていただいた中で、今後、今、訓練としてこう見たんですけれども、町とそのＤＭＡＴのそ

ういう方たちですね、災害のその専門の医療チームというんでしょうか、そういう人たちと

のかかわり方というのが今後どういう形になっていくのかというようなことをちょっとお聞

きしたいなというふうに思いました。 

  そして、稲取漁港においては、滞留観光客の海上脱出訓練というものが行われていると思

います。こちらのほうは、私も以前観光地の防災訓練ということで質問させていただいたこ

とがありますけれども、この観光地においてどうやってその観光客を脱出させるかというの

は大きな問題ではないかなというふうに思っていたところ、県のほうで町も協力してそうい

う訓練、ホバークラフトを使って脱出訓練をやられていたということで大変参考になったと
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いうことがありました。 

  そして、町立体育センターでは遺体安置所の設営訓練がありましたけれども、こちらも非

常にカメラを持っていって１つ１つこう撮っていたんですけれども、何かこう写真を撮るの

もはばかるぐらいの雰囲気の中で、本当に訓練と言えるのかどうか、本当にひつぎを運び出

したりとかそういったようなことが行われて、実際に葬儀社の方たちも来ていたりとか。そ

れから私が驚いたのは、歯牙鑑定というんでしょうか、賀茂地区の歯科医の方たちがみんな

集まって、そこで実際にその歯型のチェックをこういうふうにされているということを見ま

して、ちょうど知り合いの歯医者の方がいたのでちょっと説明を伺ったりなんかもしたわけ

ですけれども、そんなような緊迫感のある訓練だったというふうに思うんです。 

  こういった訓練と町の訓練というものを合わせていくということで、すごくいざというと

きにこれをやっていけば大丈夫だなといったところまでレベルが上がっていけば非常にいい

なというふうに思った次第です。 

  ３点目の奈良本の２号線についてなんですけれども、これもちょっと配付資料があります

ので、そちらもちょっとあわせて見ていただけるといいと思うんですけれども、堰堤の写真

が上にこうありまして、その下にこういう形で奈良本２号線の側溝ということで下に出てい

ます。実際に今、町長が説明されましたけれども、風力発電が建設されてから道が舗装され

まして、これまでよりか雨が降ったときに水が下り落ちる量が増えて、スピードも増してき

ているという形があります。その側溝がこういう形で溝がこう打ってあるんですけれども、

これが何カ所にこうあるような形で、実際にその対岸のほうに水を逃しているといったよう

な状況になっているわけなんですけれども、この設備が果たしてこれで十分なのかなという

のが１つ疑問に思ったというのがあります。 

  それとあと、この写真でいいますと④というふうな形になっていますけれども、奈良本２

号線の集水ますという形で、これは実際に集水ますなんですけれども、ちょっと土で埋まっ

ているような状況があって、これはどこかといいますと、このもう一枚目のところの写真を

見ていただけますでしょうか。この⑤側溝が十分でない奈良本２号線と私道との接合点と書

いてありますけれども、私の車がちょっと左側に停まっていますけれども、このちょっと先

へ行ったところのますのところの状況が、先ほどの４番の集水ますの状況だと。木でできた

集水ますなんですけれども、その状況になっているということなんですよね。 

  今、説明しましたその奈良本２号線のちょっとこう状況からいうと、水が飲み込めなくて

ずっと下ってきて、ここの今の私の車のところ、⑤の写真ですけれども、カーブになって、
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本来なら今まではこちら側にこういうふうに流れていたものが向こう側、これ風車の搬入路

になった道だと思いますけれども、市有地のほうに入っていって流れ出していた。かなりの

量が流れていたという形があります。 

  そして、それがどういう状況だったかといいますと、この６番の写真の図になるわけなん

です。これが水がこう流れてきた、これは農道との接合点の部分になります。この農道に水

がこう流れてきているんですけれども、これがやはり側溝におさまり切らなくて、下のほう

に行きますと、道が川のような状況になって、なおかつそのこの農道とそれから湯ケ岡赤川

線の交差点があるんですけれども、そこのところに落ち込んでいって、その下にあるさわら

びの里ですか、何軒かこう集まっているところがありますけれども、そこのところで濁川に

落ち込むんですが、かなりの水量で、皆さん心配で出てきて見ていたという状況がありまし

た。 

  これはやはり上のほうで何とかしていかないと、かなりの雨量、私ちょっと調べたんです

けれども、６月６日、７日の雨なんですけれども、５日から降り出しまして、５日が89.5ミ

リ、６日が253ミリ、７日が247ミリ降りました。そうしますと、全部合わせますと600ミリ

ぐらい降っているということが言えます。私がこれ写真を撮ったのは、７日の朝の写真だっ

たわけなんですけれども、これだけの雨が降ってくると大変な状況で、これ年に１回、ある

いは年に２回、３回とこれから起きてくる中で、これきちんと対応しないと危ないのではな

いのかな、周辺の民家の人たちにもというふうに思ったものですから、ちょっとそこで質問

させていただきました。 

  そして、その雨の状況をどうなったかといいますと、この⑦の写真ですけれども、これは

奈良本簡易郵便局横の橋があるんですが、その橋のこれ下のほうの状況です。これ上のほう

の写真は載っていないんですけれども、上のほうもかなり氾濫、もうちょっと行きますと、

町長の御自宅のほうの上の神社とかお寺さんのところ、あそこのところも危ない状況になっ

ていて、河口、ずっと海岸線のほっとぱあーく前のあたりの写真になりますと、こういう形

で温泉場を水が流れてきた。 

  こう言いますと、この雨の状況をこう見ていきますと、避難準備ですとか避難勧告とかと

いうことも、もしかしたら必要だったのかなというようなことも言えますけれども、昨日来、

昨日もそういうような防災で質問がありましたけれども、この辺のところの雨量との関係と

いうものをちょっとお聞きしたいなというふうに思います。 

  そして、濁川の砂防堰堤、こちらの件に関しましては、今この写真で出ているところなん
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ですけれども、平成15年、私もこの濁川の近くに住んで、川沿いというかそこに住んでいる

わけなんですが、とにかくあの平成15年の雨は本当にすごかったんです。もう７月、８月も

ずっと雨で、観光シーズンでもあったわけなんですけれども、夜寝ていても石がごろごろ転

がっていく音がして、崩れる音がしてということで、そういう怖い思いをしたわけなんです

が、その後町、また議会の皆さんも見に来てくれて、そして今は砂防堰堤が平成24年に完成

という形で来ましたけれども、そういう完成をしまして、安心できる部分もこうあったわけ

です。 

  比較的新しい砂防堰堤なんですけれども、この写真で見ますと、この左上のこれ表から見

た砂防堰堤の写真です。裏側をちょっと回ってみますと、かなりもうまだ完成して新しいの

に、土砂がこう堆積しているということがあります。これを見ますと、下の穴の部分という

のはもう既に色が変わっていますけれども、もう土の下にあるといいますか、そういう状況

の中にありまして、今見えている穴は上の２つぐらいしか見えていないような状況になって

いて、なおかつその流木みたいなものがちょっと刺さっているような状況もあるように感じ

ます。 

  今回のその広島の災害におきましても、その砂防堰堤に土砂もそうですけれども、もちろ

んその土砂が崩れるという形の中にも倒木も発生して、その倒木が流木となって流れ出てき

ているという状況が起きているわけなんですよ。それを乗り越えて土砂がこう来ているとい

う形の中で、砂防堰堤があって安心だということは言えると思うんですけれども、この辺の

ところ、また濁川のその堰堤もそうですけれども、もっと古くにできた堰堤もあるんだろう

し、その辺のところを監視体制というものを、今、町長にお伺いしたんですけれども、果た

してこれから集中豪雨なんかが起きてくるケースが多くなったときに、しっかり見てもらう

ことが大切なのではないかなというふうに思いまして、質問させてもらいました。 

  ちょっと長くなりましたけれども、質問を整理しますと、先ほど白田地区の防災マップを

見ましても、かなり危ない状況にあるんだなというふうな形の中で、やはり特養の施設もあ

ったりなんかする、その辺のところの避難体制なんかはどうなっているんだろうかと。それ

から、その防災訓練などにおけるＤＭＡＴとのかかわり、あるいはその奈良本２号線のこと

や避難勧告の話だとか、それから砂防堰堤についてお伺いしました。お願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 質問が多岐にわたっておりますので、答弁漏れがあったら言っていた

だければ大変ありがたいと思います。 
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  まず、１点目の土砂災害、これ本当に須佐議員、この町のことをよく調べていただいて、

その中で熱川地区が多い、これは当然だと思うんです。やっぱり稲取地区、熱川地区と比べ

ますと、やっぱり熱川地区のほうはもう山間部が多いですから、結果的には当然こういう結

果になることではなかろうかと。 

  そういう中で、町は最初やっぱりとにかく被害を抑えるために、まずは人家の近いところ、

ここに対して防災監が言ったようにある程度、その防災監または都市計の参事が言ったよう

に、それに対して急傾斜、その危険性を住民に知らしめる。 

  山間部におきましては、まずはしっかりした防災の地図がまたこのハザードマップにでき

ますもので、それに対してはまた各配付いたしますもので、とりあえずうちの町はどういう

ところにこういう警戒箇所があったというような。やっぱりこれは幾ら町がやっても、まず

自分で住民がとりあえずそのハザードマップを見ていただきまして、うちの町はこういうと

ころが危ない、そして今、うちの建っているところはこういったことで大変危険なんだとい

う中で、あとはやっぱり町もやりますが、あくまで自分の命は自分が守るという中で、多少

雨が降ってこれはおかしいなというときには、やっぱり自分の判断でこれは結構ですよ。避

難所を開設してくれと言えば、すぐに開設いたしますね。後手後手なのは、やっぱりあくま

でそこで住んでいた住民がまず自己判断の中でやっていただければ町も大変ありがたいし、

それができなければ、やっぱり町が何回も言うとおり、失敗を恐れずにそれは避難というこ

とは早目に出していきたいです。そういう考えでございます。 

  そして、湯ケ岡の郷の関係では担当のほうから、今、現状はどのようになっているか説明

いたさせます。また、ＤＭＡＴとのかかわり合いも担当のほうから説明いたさせます。 

  次に、町道奈良本２号線、これに関しましては、さっき言った分譲地の方からですね、も

う現課のほうにも一応要望書が出てきております。そういう中で、最近１カ月ぐらい私も担

当と一緒に現場を見ました。そういう中で何とか対応したいという中で、今、対応策を練っ

ているところでございます。たしかこの写真を見るに、本当に住民の方は不安だと思います。

その中でもなるべく早目に、こういうことがないような対応をしていきたいと考えておりま

す。 

  さらに、濁川のこの写真も見ました。私も当然奈良本に住んでいますし、付近にまたこの

川が流れている中で、やっぱり大水が流れると、石が流れる音がもうごろごろ聞こえてきま

す。そういう中でできるところの濁川の河川整備は、土木にお願いした中でやっている現状

でございますもので、今後は町が要望するのは、今まで以上の水量を考える、今度はかさ上
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げですよね。かさ上げは県に要望していきたいと考えていますけれども、やっぱりある程度

賀茂郡土木事務所にも予算的なものがありますもので、すぐできるかどうかはわかりません

けれども、その辺のかさ上げに対する要望、今後の地球温暖化によるこの集中豪雨、   

に対するそのかさ上げの要望はしていきたいと考えております。なるべくその分譲地の方た

ちの要望が来ている中で、これはなるべく早く対応していきたいと、町はそういう考えでご

ざいます。 

  次に、砂防堰堤、これはやっぱり壇上でも言いましたが、県の方と砂防監視員が年１回見

ていますし、また６月には現課のうちの職員も一緒になって回っている中で、当然今、須佐

議員が言ったように、堰堤の裏側の土砂がたまっていれば、当然それは要望いたしますし、

当然県のほうもその辺はちゃんと把握した中で、やっぱりある程度土砂がたまってきた、こ

れは掘削しなければならないとなれば、それは当然これは県の仕事ですから、県の予算の中

でやることですから、その辺はある程度のことは県に任せたが、どうしようもないときには

町も要望いたしますけれども、とりあえず県の職員等、砂防監視員さんが一応回ってもらっ

ております。その意見をまず第一にしていきたい、そういう考えでございますもので、御理

解願いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、特別養護老人ホームの湯ケ岡の郷の避難関係であり

ますが、それぞれの施設、要は多くの方が収容、もしくは利用される施設については、独自

に避難計画等策定することとなっております。町からは同報無線の受令機を置かせていただ

いて、町の情報が常に入るようにさせていただいております。避難につきましては、この前

の９月１日等も含めて、地域の白田区の自主防災会と連携しているという話は聞いてござい

ます。 

  それから、濁川の雨量と水位の避難勧告等の発令なんですが、うちの町には二級河川が４

カ所ございます。ただ、その４カ所に対して、これは県の管理になるんですが、水位計等の

設置はしてありません。昨年度水位標というのと監視カメラが白田川にはついたんですが、

ほかの３河川については、一切そういうのが設置されておりませんので、雨量とその水位の

上昇というものの因果関係については、土木事務所等に確認してもよくわからないというこ

とで、うちのほうとして今、基準というものが設けられない状態であります。 

  それからＤＭＡＴの関係なんですが、ＤＭＡＴにつきましては、町から医療派遣という形
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で要請をしたときにＤＭＡＴ災害医療派遣チームというのが来るようになっております。日

ごろの連携というものに関しましては、それぞれのＤＭＡＴ自体が現存する病院の中でそう

いう班編成をした中で被災地に入るということなものですから、日ごろの連携というのはな

かなか難しい状況にあります。 

  ですから、今回のように県の総合防災訓練という広域的な訓練になりますと、そういう協

力がしていただけると。あと、うちのほうで県に今後どういう形で講習会、あと関係機関と

の連携が図れるかというのは、再度確認していきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 建設産業課技監。 

○建設産業課技監（高村由喜彦君） それでは、お答えします。 

  まず、１点目の地区別の危険性についてどのような認識をしているかということですが、

確かに大川地区とか白田地区は土石流等の被災というのか地域危険箇所等が多いと思われま

す。これについては、状況とすれば、川の支川がかなり多くあるという状況だと思います。

それで、今回のハザードマップ、今、土砂災害防止法に基づく地域指定についてのもとにな

るものは、過去においての地区の土砂災害の状況と、それとあと土砂というのか地形勾配等

を勘案して地域指定をしてあるということを聞いておりますので、過去において昔の経過等

をかなり反映させたものだということで認識しております。 

  それで、先般、管理職会議ではなくて区長会において、土砂災害の関係で区長さんたちに

この防災マップについて再度また再認識をしてくださいというお話をしました。土石流につ

いて各地区９地区何カ所もありますので、特に大川地区、白田地区、北川地区もそうですけ

れども、地区について防災訓練等も生かしながら、早目早目の地域訓練等をしてもらいたい

という形の中でお願いをした経過があります。 

  ２点目としまして、奈良本２号線の側溝の管理等についての話なんですが、奈良本２号線

の側溝については、これは先ほど町長が答弁したように、林地開発の許可をとって風車のサ

イトが建設された経過がございます。林地開発の許可において、林地開発は雨水流域を侵さ

ないということの中で側溝の管理をしております。だから、奈良本２号線は全般にわたって

側溝がつながってはおりません。部分部分、沢ごとに側溝が横断をして、反対側の沢に流れ

ているという状況になっております。 

  それで先ほど指摘された地図の場所についてですが、砂防堰堤の近くにありまして、そこ

の場所については、道路の表面水がなかなか流れるような、うまくつながるような状況にな
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っておりません。これについては土木事務所と今相談をしていまして、道路の表面水がうま

く濁川の流域の中におさまるような形で、雨水排水がとれるようなことができないかという

ことで今検討をしております。 

  それから、３点目の砂防堰堤の維持管理についてでございますが、これについても土木事

務所のほうに今、奈良本の砂防堰堤の状況について再度もう一度確認をしてくださいという

ことは申しております。それで近々また確認に行くということは聞いておりますので、御了

解ください。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 大変丁寧にお答えいただきまして、ありがとうございます。 

  大変勉強になることもありますし、また前向きにその地域のことを見ていただけるという

ことで、ありがたいなというふうに思います。 

  その中で、同報無線の話がありまして、デジタル無線がああいう状況の中で、原点回帰で

はないですけれども、アナログのそういった形のものを今回の防災訓練でも重視したという

ようなことも聞きました。 

  これはちょっと質問というか、私は前に議員になってすぐぐらいのときに、ＦＭですね、

コミュニティＦＭ、こういったものを広域的に地域にやったほうが、このデジタル無線です

とかそういったような形のものよりか多くの人たちに伝達することができるかなというふう

に思ったんです。もちろんデジタル無線もその用途は、例えばそれは自主防災同士の連携と

かという話の中に使うのかもしれないですけれども、コミュニティＦＭ、災害ＦＭみたいな

形のものの整備も必要なのではないかなというふうに今回ちょっと思いまして、またちょっ

と言わせてもらいました。 

  それと、あと今度その防災マップが改訂されるということで、これは北川地区と片瀬地区

に防災センターが建設されたわけなんですけれども、そこも防災センターという位置づけに

なってくるわけなんですけれども、避難地として場所的にも急傾斜地にあったりとか、例え

ば北川なんかですと、津波の被害、ぎりぎり大丈夫な状況のところに建っているんだと思う

んですけれども、急傾斜地であったりとか、あるいは片瀬においても、白田川に津波が来た

ときに大丈夫なのかなといったような形の中で、防災マップ等をつくっていく中でそこが避

難地として記されるのかなという形のものを、結構住民の方にあそこの場所で大丈夫なのか
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というようなことも、議会が認めておいてあそこは大丈夫なのかというふうに逆に言われる

こともありまして、その辺のところをちょっと確認させていただきたいなというふうに思い

ます。地域の避難地としてここは大丈夫なんだなというその認識の点ですね、その２点につ

いてお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） コミュニティのことは質問外で、答弁は控えさせていただきます。 

  次に、避難地と防災センター、これに関しましては、当然町はもう大丈夫という中でやっ

ております。 

  ただ、北川地区に関しましては、やっぱり土砂の危険性もあります。やっぱり北川地区の

地形を考えると。だから、北川地区の防災関係のことは土砂が、大雨のときは熱川の体育館、

これを貸してほしいということで言われておりますもので、津波とか、片瀬におきましては、

私はもうあそこは避難場所でやります。これは大丈夫です。 

  ただ、北川地区におきましては、津波は絶対大丈夫ですけれども、後ろの山とかいろんな

勘案をした中で、やっぱり自主防災の方も土砂に対してはちょっと心配だという中で、それ

は避難地としてやりますけれども、それをよく言われます。それを頭にこびりつかせないで、

頭を柔軟にしていただきまして、北川地区におきましては、大雨が降ったときには町は熱川

小学校を一応開放する計画もありますもので、その辺は認識していただいて、原則的には北

川と片瀬防災センター、これが避難場所と町は明示いたします。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、１番、須佐さんの一般質問を終結いたします。 

  この際、１時50分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午後 １時４１分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 居 山 信 子 君 

○議長（鈴木 勉君） 次に、12番、居山さんの第１問、災害時の危機管理・被災者支援シス

テム導入についてを許します。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 皆様、こんにちは。 

  本定例会に私、２問の通告をさせていただきました。 

  先般以来、皆さんからのさまざまな御質問がなされている中で、私自身も今回このときに

ぜひこの点を町長にお伺いしておきたいなというようなことから、お伺いをしたいところで

ございます。 

  御答弁はそれぞれにいただければというふうに思います。 

  まず、第１点目の質問なんですけれども、これは３.11直後の23年６月議会で私質問をさ

せていただきました内容です。３年と半この震災から経過をする中で、あの当時のこと、そ

してその後１年、２年、３年と経過し、そして今、被災地の皆さんの御生活等を見るにつけ

て、非常に災害の本当に悲惨さ、またその復興に臨むそれぞれの思いはあっても遅々として

進まない、そういう現状を見るにつけ、本当に自然災害の恐ろしさというものを改めて感じ

ると同時に、今なお多くの皆さんが被災生活、仮設住宅での避難生活をされていらっしゃる

ことに心からお見舞と、そしてまた一日も早い復興を何としても成し遂げていかなければな

らないのではないかと、そういう意味では私ども公明党としては、人間の復興ということを

掲げて、今、この３年数カ月の活動を続けておりますけれども、より一層3,000名の地方議

員が一丸となってそれぞれの地域での防災対策、そしてまた復興支援に向けて全力を挙げて

いかなければならないと、このように感じるものでございます。 

  それ以上を踏まえた上で、この１問目は３点通告をさせていただいております。 

  まず、３.11と、そしてまたこのたびの広島の土砂災害、これもまことに一瞬の災害であ

りまして、多くの人命も失われ、行方不明の方１名は二、三日前まではまだということだっ

たんですが、その後はどうなんでしょうか。まだ見つからない現状かというふうに思います

が、また３.11ということから離れてこの土砂災害を見ましたときに、津波の非常に緊急の

大変な地域に住んでいる自分のことだけでなく、改めてどなたもやはり52万カ所と言われる

その土砂災害の危険地域に住んでいる方々も含めて、日本中が本当に局地的な雨、突然の大

雨、今まで経験したことのないような雨というようなことで、こういうことが自然の脅威と



－143－ 

してあるということを改めて感じると同時に、災害対策についての取り組みもまた考え方を

変えていかなければならないなというふうにも思った次第でございます。そういう意味から、

この３.11と広島の土砂災害から町長は何を学ばれたのか、さまざま御質問も出ておりまし

たけれども、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。 

  ２点目につきましては、災害対策見直しの視点でございます。この広島の災害からはまだ

時間も経っておりませんので、担当としても大変お忙しい中での見直しということ。これか

らますますこういう災害が起きてくることについての頭の切りかえ等をですね、とても大変

かと思いますけれども、また、町の防災会議をどういうふうに見直していらっしゃるのかと

いうこと。あわせて防災対策の改善ということについて、２点目ではお尋ねをしたいところ

でございます。 

  ３点目は、この阪神淡路大震災に西宮市がその被災直後に被災者支援システムというもの

を導入しました。これは担当の職員が本当に大変な困難の中で、御自分でもう全能力を振り

絞って、一日も早い被災者の支援をしたいという思いの中で生まれたシステムのようでござ

います。また、３年前にもこれを伺いましたときに、町長は検討をしていくというふうな御

答弁だったわけですので、この兵庫県の西宮市、これは独自の開発ということで、難しい専

門的なものは私はわかりませんが、現場で非常に有効だというふうなことで、３.11以降、

被災地でもこれが導入をされて、さまざまな角度でいろんな効果が出ているということでご

ざいます。 

  例えて言いますと、災害発生時には、住民基本台帳のデータをベースに被災者台帳という

ものが作成をされると思うわけですけれども、その被災状況を入力するということで、罹災

証明書の発行から支援金や義援金の交付、また救援物資の管理、さらに仮設住宅の入退去な

どを一元的に管理できるシステムだということでございます。 

  これを今、取り扱っております機関がございます。私も３年前に電話をして担当者に問い

合わせた経緯はございますけれども、ホームページなどで見ていきますと、このシステムに

ついて講師の派遣をするということとか、また、この時点で既に各自治体に無料でさまざま

な情報が下ろされているようでございますので、それについて取り組みをされているという

ことかと思います。この点についての質問をさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 居山議員の第１問、災害時の危機管理・被災者支援システムの導入に

ついては３点からの質問となっておりますので、順次お答えします。 

  １点目の３.11、そしてこのたびの広島土砂災害から当町は何を学んだのか、２点目の災

害対策見直しの視点、町の防災会議の見直し、防災対策の改善はについては関連があります

ので、一括してお答えいたします。 

  東日本大震災による津波被害や近年発生している風水害や土砂災害などの自然災害におい

て、ハード、ソフト対策だけでは災害を防ぐことには限界があることは御承知のことと思い

ます。 

  私は常々機会を捉えまして町民の皆さんにお願いしておりますが、自分の身は自分で守る

ことが基本であり、大きな地震が発生したら、情報のあるなしにかかわらず、津波危険地域

からすぐに避難するのと同様に、土砂災害につきましても雨の降り方がおかしいと感じたら、

危険な地域や場所からすぐ避難していただきたいと考えております。 

  町では、インターネットや県からのファクスなどから得た気象情報をもとに、注意喚起、

早期自主避難の呼びかけ、避難勧告、避難指示の発令を同報無線やメール配信により早期対

応を図っているところであります。 

  今では、住民の皆さんもテレビやラジオ、インターネットにより行政と同じ速さで情報を

得ることができるようになっていますので、身の危険を感じたら、空振りであってもとにか

く避難していただきたいと思います。 

  防災対策では、東日本大震災以後、地震・津波対策を再優先に対策を進めておりますが、

他の自然災害、特に近年多発している土砂災害に対しましても、国の指針に基づき、避難勧

告等判断マニュアルの作成、土砂災害防止法に基づく特別警戒区域、警戒区域の指定や危険

地域を対象とした土砂災害に対する避難訓練など、体制の強化を図ってきたところでありま

す。本年度は、津波浸水区域と土砂災害危険区域を併記したハザードマップを作成し、全戸

配付する予定でおります。 

  また、防災会議の見直しにつきましては、女性の登用を考えており、町の地域防災計画等

に女性の視点を取り入れ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。 

  ３点目の西宮市が阪神淡路大震災後に開発した被災者支援システムの導入はについてです

が、被災者支援システムにつきましては一定の評価を受けていることは承知しておりますが、

町といたしましては、実災害時における被災者支援システムの活用、運用による職員の業務

負担、事務の煩雑化や対応のおくれなど、災害業務に支障がないとの情報を得ましたときに、
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町の体制も含め、検討していきたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） それでは、ただいまいただきました御答弁ですけれども、伺う中で、

あら本当にそうかしらというところがございました。というのは、ハード、ソフトだけで限

界がある、じゃ、ほかに何ができるのというふうなことで、町長はずっとこのごろもおっし

ゃることは、すぐ逃げてもらうと、もう自分の命は自分で守ってもらうしかないし、何があ

ってもすぐ逃げなさいというふうにおっしゃる。これが１つの町長がおっしゃる結論かなと

いうふうには思うんですけれども、逃げられる人はいいんですけれども、逃げない人をどう

したらいいのいうことを、私は再三災害時の要援護者の皆さんの対応とか、そしてまたこう

いう大きな災害でなくても、中小の災害のときに、やはり助け合って支え合ってその人を避

難させて、行方不明者をつくらないようにしないと、本当に後でみんなでいつまでもいつま

でも、ああまだまだ見つからない見つからないという思いを引きずっていかなければならな

いわけですよね。 

  ですので、町長がおっしゃるように、わかるんですけれども、じゃ逃げるときにどうした

らいいのということになると、とにかく逃げるよと声をかけて、そしてまた私もつらいんで

すけれども、ある意味手助けをしたら共倒れになってしまうこともあるというような現状と

か、ＮＨＫのあしたへの報道とか、実際に被災者の皆さんの体験などを伺うと、自分が逃げ

るときに、さあ、じゃどうしたらいいのと。 

  先だっての訓練では、いつもリヤカー訓練をやるもので、御近所周りをばっと回って、誰

か乗っていく人はいませんかと言ったら、お一人いらしたもので、お隣と力を合わせて高台

への避難の訓練をいたしました。ですけれども、それはやるつもりではいて、自分でイメー

ジトレーニングの中で、もし何かがあったときにはこうしようというふうには決めてはいる

んです。ですけれども、逃げるよと言って、いや大丈夫だからとかって逃げない、あるいは

私はもういいよといって逃げない高齢者とかが出ていて、そしてその方に説得するのに時間

がかかり共倒れになったりとかということがあるとすると、さあどうしようといったら、こ

の間、群馬大の片田教授、皆さん講演会で伺いましたよね。釜石の脅威や奇跡ですね、反面

奇跡が悲劇だった部分もあるんですけれども、この釜石の奇跡の片田教授が言われたことは、

声をかけても待たないと言っていたんです。ああそうかと。とにかく逃げるよと。もう大き

な声でみんな逃げるよ逃げるよと言って率先避難者を自分は心がけて、１人の人が逃げると

後から続くといいますので、釜石の子供たちがそうだったように。そしてそのときに手助け
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が必要な人がいたら、手は助けるんですけれども、もう待たないということのようです。土

砂災害のこともしかりかというふうに思います。 

  御近所周りにお電話をして、今回の広島の場合もそこの地域で被害に遭った方がなかった

というような事例もあったようなんですけれども、本当に今の現状を考えると、もう何かが

あったら、みんなとにかく死んでまでも皆さんに迷惑をかけるなというふうに言われる人も

いたようなんですけれども、そのためには行方不明にならないように、自分自身がライフジ

ャケットを着るなり、そこにしっかり名前を書いておくなり、いろんな対策を１人１人が考

えていかなければいけないなというふうに思います。 

  ですので、私はある意味それはソフトの部分になるのではないかと思うんですね、防災意

識の中で。でも３.11から今回の広島でそれは変わってきていますので、ぜひ声をかけて大

声で逃げるとみんなに言いながら、呼びかけながら逃げるんですが、待たないというふうな

ことをやっぱり心がける。手をかしてといったら手をかしますけれども、そこでとどまらな

いということがどんなにか、一瞬の災害でもうとんでもない被害になるかということを今回

皆さん身にしみているというふうに思います。 

  しかし、平常時においては、いざというときにどうしようというその災害時要援護者に対

してのものは、自主防の中で我が地域にこことここにこういう高齢の方がいらして、こうな

んだというふうなことで自分の責任の及ぶ範囲の中では、じゃ私はここまでやる、あなたは

ここまでやってくれるかということは決めておいても、それは義務もないし、責任もないと

いうふうなこととか、やっぱり常日ごろから、まず家庭の中で、地域の中でもその防災会議

をまた隣組でということはよくお願いしておきましたけれども、防災会議をやりながら、い

ざというときにはこうしましょうということを、もう本当にたんびに話し合っていくことが、

人のうわさ話とか悪口とかそういうのではなく、どうやったらみんなが助かるかというポジ

ティブな前向きなそういう話し合いをしていく必要があるのではないかというふうに思いま

す。 

  さらに、行政と同じ速さで今、いろんなネットにしてもそれから同報メールにしても、同

報無線にしても、メールにしても情報を得ているのではないかと、いやこれは違うと思いま

す。聞こえにくいところもあったり、それからネットを使わない方もいます、高齢者もいま

す、千差万別ですから、ここは非常に担当としては私甘いのではないかと思います。 

  例えば、耳の不自由な方とかそれから目の不自由な方とか、それから家庭の中でも上下に

いて情報を夜中などでは伝え切れない部分とか、いろんなことがあるので、絶対に情報の受
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けとめる速さは違うわけですし、情報を知らずにいる方も当然出てくることかと思います。

年寄りなどはとにかく耳も遠かったり、地震だったらばこれは大変と思うけれども、雨はす

ごい雨だな、雷も怖いなとかと言っているうちに、あの災害なわけですので、いずれにして

も、そこのことでお互いに認識を新たにして、じゃ情報をしっかりと伝えるのにどうするの

かということですね。 

  ここはいろんな取り組みがほかの市町でもされていまして、防災ラジオとかいろいろやっ

ているところもあったり、いろんなところがありますので、まずここ、逃げなさいとおっし

ゃるならば、きっちりといち早く住民にその情報が伝わるように、避難勧告にしても避難指

示にしても、その伝えるということは行政の責任かというふうに思いますので、一人も漏れ

ずにこの情報が伝わるための仕組みづくり、これはやはりソフトだというふうに思いますの

で、今回はぜひ町長のおっしゃるようにすぐ逃げますが、そこのところは行政としてはぜひ

やっていただきたい、この点についての町長の御決意を伺いたいというふうに思います。 

  いずれにしましても、津波と土砂災害につきましてハザードマップをこれから配付なさる

ということでありますので。昨日、１階の防災や包括支援センターのカウンターに行きまし

たら、我が町の土砂災害の航空写真、そのエリアのいろんなものをずっと１枚だけカウンタ

ーで見ていいですよというところで見ましたら、いや心配だったのは、やっぱり大川地区で

すよね。川沿いのそういう土石流など何などとあったときに、やはり上から下に来るのにも

数十秒ということかというふうに思うので、今回は防災の取り組み、長年のそういう皆さん

の地域の御努力で総理大臣の表彰も受けられる、大変喜ばしいことかというふうに思います

が、いやこれはもう大川地区、特に山の手に住んでいらっしゃる皆さん方というのは、入谷

もそうですけれども、そういう意味で、地域で本当にしっかりと我が地域の課題、これを自

主防の会長を中心に話し合っていって、いざというときに自分がああいうふうにしておけば

よかった、あのときにこう言っておけばよかったというふうなことの後悔を残さないように、

地域を挙げてぜひ取り組みをしていきたい。 

  形だけの防災訓練をやったところもありますけれども、それぞれ力量に応じたり、そうい

ったまたその都度取り組みの違いもあるかとは思うんですけれども、先ほどもお話に出てい

ましたように、防災士も何人かいるので、声をかけてくれれば私自身も未熟ですけれども、

夫と一生に防災会議など、そういう自主防の中に入っていって、いろいろと意見を言わせて

いただきたいなというふうに思うんですが、そういう仕組みがないというところが実情でご

ざいます。防災委員さんは今回は動いていたかというふうに思いますけれども、いずれにし
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ても、地域のそういう人材を養成すると同時に活用をしていくということを自主防の会長に

はぜひぜひ心がけていただきたい。ただ、仕事が余りにも多過ぎて、まず会長が病気になっ

てしまったらどうなってしまうんだろうという心配もありますので、そうは言いながら無理

なお願いをたびたびしているのが現状でございます。 

  ２点目の女性の登用というようなことを防災会議、えっ、やってないのということですよ

ね、あれから３年間の間に。それだったら、実際のところ、もういついつやって、女性委員

を何人入れて、当然国とか県からのいろんな法の改正とかあるわけですから、ここのところ

を教えていただきたいんです。それは防災担当が御報告してくださるようでございますので、

えっ、防災会議やらなくてもいいのかとか、形だけなのかと、たった１回だけ議長のときに

出させていただきましたので、充て職で女性は１人そこに入って、防災会議、ふーん、こん

なふうに防災会議をやるんだと思って、その後地域防災計画などもくまなく見ながら、でも

そうはいってもこのマニュアルどおりにはなかなか大変だろうなというふうにも、いろいろ

は思ってはおりますけれども、平常時のそういう取り組みということが、一番今大事なので

はないかというふうに思いますので、この点を伺うところでございます。 

  さて、今回の私の質問の一番望むところは、この被災者支援システムというところでござ

います。ネットでいろいろと情報を集めますと、いろんなことがたくさん出てまいります。

その中で、とにかく災害時のどさくさの状況で、やはり一番担当が苦労をなさる問題がある

のではないかなというふうに思います。 

  やはり実際にそのときにどうしようかということをイメージして、具体的なものをつくり

上げていかなければならないのではないかと思いますが、現状は通常のお仕事の中ででき上

がっているシステムに新しいものを取り入れると、事務が混乱をするのでできないよという

ふうなことかなというふうには思うんです。非常にさまざまな施策が国から…… 

○議長（鈴木 勉君） 発言中ではございますが、居山さん、思いはすごくわかるんですけれ

ども、どの点とどの点を町のほうに見直しをお願いしたり、改善を求めるとかという、そう

いう適切な質問のほうに移っていただけませんか。 

○１２番（居山信子君） 被災者支援システムですから、今。その点についての取り組みをど

ういうふうにしていくのかということです。 

  さっきも申し上げたように、これは講師派遣のお話をしました。講師の派遣については、

料金はかかりませんよとか、このシステムそのものもそのときにはＩＴの担当者がつくって、

そしてそれをもう今後そういうことに皆さんに生かしてもらいたいということで、全国の自
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治体にそのシステムをもう流してあるわけです。町長も御存じかと思いますけれども。その

中で…… 

（何事か言う声あり） 

○１２番（居山信子君） 知らない。知らないのではちょっと勉強していただかなければなら

ないのと同時に、今回私が３年前の質問をしますよと、被災者支援システムのその後の進捗

状況ということで通告を出しているわけですから、担当がしっかりそれをもう一回調べて、

町長にきちっとこういうシステムだというようなこととかの説明がなされているのではない

かなと私は思いましたもので。ですので、それが今回なされていないということでしたら、

先ほどいただいた御答弁をそのまま伺うしかないわけですけれども、また次、12月の議会で

もう一度ここをしっかりと当局として本当に被災状況のそういうものを考えたときに、具体

的にどうなのかと、もう少し身につまされた形で検討をしていただいた御答弁をいただくと

いうことにして、とりあえず御答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） まず１点目、断じてやっぱりハード、ソフト対策、限界と言いました。

ハードは完全にもう限界があることは御存じだと思う。ソフト面においては、まだまだ検討

する余地もあるかなと思いますが、まずはもうしつこいようですけれども、何しろそういう

ことは自らの命は自らで守る。何しろ逃げてくださいということはまず言っておく。 

  それで、居山議員が言ったように、大声を出して、あとはその人の判断によって、それは

大変重要なことだと思いますもので、声かけで逃げますよと、これはもうまた追加してまた

町民たちには啓蒙していきたいと考えております。 

  さらには、ソフト面においても、今回私は総合防災訓練におきまして、ちょっと副知事が

来ましたもので全部を見ることができませんでしたけれども、大川地区におきましては、中

学生がリヤカーを通じてそういう民生も手助けになる人のところに伺っておりました。しか

し、そのリヤカーに対しましても、たしか人力ですから、本当にいざ災害になったときに果

たしてそれが活動できるか、その辺はまたちょっと検討していかなければならない課題と考

えておりますし、そうなると自主防におきまして、ある程度そういうマニュアル的ないざと

いうときは民生スタッフの人が行くと、そういうマニュアルはありますけれども、それを真

に受けてその人が来るまで待っているというのでは困りますから、そしてまた事務的にも民

生のそういう人はもうこれを助けに行かなければならないと、そういう観念になると困りま

すもので、それを十分把握した中で、これはもうマニュアルはある程度できていると自分自
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身は考えております。 

  そういう中でやっぱりいざ災害になって、やっぱりみずからの命は、まずは自分の命を守

って、それから助けることがまず最優先だと考えておりますもので、その辺はまた自主防さ

んとかそういう会議の中にはまた言っていきたいと、そう考えております。 

  防災会議につきましては、担当のほうからちょっと現状を説明いたさせたいと思います。 

  伝達方法、これは言ったように、ＦＭ放送、これも一応検討はしております。これからや

っぱり一番難しいのは、やっぱり町としては、何回も言った、確かに居山議員が言ったよう

に、このテレビ、ラジオ、インターネットが発達している中で、やっぱりそれを活用できな

い方もいますもので、これは基本的には町がその伝達をするというのはこれはもう基本だと

いうことは十分認識しております。 

  だから、広報の仕方、認識の仕方の一つにＦＭ放送ということも、ＦＭのその機械を各種

配付する、これも検討しております。しかしながら、これは下田とか……、その辺はちょっ

と検討させて…… 

（「防災ラジオ」の声あり） 

○町長（太田長八君） 防災ラジオ。防災の担当のほうからちょっと説明します、一応検討し

た中で、今どういう状況かということを。 

  さらに、この一番やりたかった被災者支援システム、これ今回ちょうど壇上では、そうい

った静岡県下におきまして、この被災者支援システムもやっているところは一つもないとい

うことを担当のほうから聞いております。 

  しかしながら、今、居山さんが言ったように、この被災者支援システムのこと、担当が全

町に流したという情報はうちの町のほうはしておりませんので、またその辺の現状は、また

改めてまた12月、一般質問をする中で、またそれは対応していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、防災ラジオについて御説明させていただきます。 

  今、下田等観光案内で配付されています防災ラジオにつきましては、今の同報無線を聞け

るようになるというラジオと、うちのほうの同報無線の60メガヘルツの放送が聞こえるとい

う内容になっております。これについては、自分で電源を入れておかないと聞こえないとい

う形になりますので、これが今、国の施策で同報無線はアナログからデジタルへ変えろとい

うふうになりますと、当然この防災ラジオが使えなくなりますので、以前にも一般質問等で
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ありましたときに、その辺の導入コスト等を考えたときに果たしてどうかということで、先

ほど町長が言いかけましたＦＭ放送の導入についてどうかということで今、検討を始めてい

るところで、これについては通常のラジオで聞こえるようなものがありますので、その辺の

検討を始めております。 

  防災会議につきましては、国・県の方針が変わってきていないと、町の防災計画につきま

しても県の防災計画に準じて改正をしますので、最近開かれていないというのは、基本的に

は大幅な改正がない、字句の訂正程度の改正しかありませんでしたので、開いておりません。 

  それで防災会議の中では、町の防災対策や大きな変更があった場合について開くというこ

とになっていましたので、昨年度出されました第４次被害想定に基づいて県が防災計画を当

然見直しておりますので、今、また再度相模トラフ側の見直しを県が行っておりまして、そ

の対策もまた加味しなければならないということで、年度内には最低でも開きたい、できれ

ば今の進み方でいけば、年内に１回は開きたいんだというふうに担当のほうでは考えており

ます。 

  それから、被災者支援システムの関係ですが、前にも全国に配付されたということだった

んですが、ちょっと防災担当のほうには来ておりませんので、申しわけないんですが、私ど

もの手元には来ておりません。これがどこの部署に配付されたかというのはちょっとうちの

ほうでもわかりませんので、あれば当然見ておりますし、研究するんですが、それはちょっ

と見ておりませんので申しわけありませんが、ただ、インターネット上でどういうシステム、

内容になっているかは把握させていただいて、先ほど居山議員からもありました平成23年の

一般質問のときにもお答えさせていただいていると思いますので、また今後内容等を精査し

ていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それは問題だなというふうに思います。これ全国にきちんと周知を

されていると、それぞれの自治体に。これは財団法人の地方自治情報センターというところ

から出ている情報で、ちょっとこの時点は、23年10月14日というふうな記述で、各地方公共

団体情報政策担当課長様というようなことでのこのシステムの活用についてのお知らせの文

章なんです。内容等については、ホームページ等を見ていけばわかるわけですので、このシ

ステムがどれだけ役に立ったかということは、西宮のその担当者だけでなく、３.11の被災
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地でこれを取り組んだ自治体が非常に有意義だというふうなことでお話もされています。 

  これは避難所の関連的なシステムとかあるいは緊急物資を管理するシステム、あるいは倒

壊家屋管理システム、さらに仮設住宅の管理のシステム、あるいは犠牲者遺族管理、復旧復

興のシステムとか、それぞれのシステムがあって、本当にこれがあるのとないとでは大変な

違いではないかなと素人目にもわかるわけですけれども、このシステムの導入は、この業務

のあり方とかプロセスを根源的にもう覆していくそういう可能性があるんですよと。そして

全国の地方自治体であれば、無償で簡単にダウンロードすることが可能であるということで

す。 

  ですので、平時から準備をしていくことが大変重要だということ、いずれにしても、この

住民本位の危機管理体制の構築というものをそれぞれの事務部局、消防部局との情報を共有

しながら、連携がより円滑に進んでいくということで、自治体全体として防災への取り組み

が、横の連携が密になって法律的にとてもいいんだということが言われております。 

  資料はたくさんあって、私も読んではいますけれども、ここで逐一お話をするのもどうか

なというふうに思いますので、12月のときによく研究、検討、そしてまた横の連携をとって、

本当に広島の現状を考えたときを想定しながら、大変でもいっときやっておけばこれが大い

に活用できる、危機管理ということではとても大事な点かなというふうに思いますので、ぜ

ひ検討をしていただいた前向きな御答弁をお願いしたいと思います。 

  町長には後ほど汚い資料ですけれども、これこのままお預けしたいと思いますので、参考

にしていただければありがたいと思います。 

  あと、再三申し上げている避難生活のときに、やはり男性、女性の両方の視点で対策をと

っていただきたいということ、これも県から平成25年６月に男女共同参画の視点からの防災

手引書というものが国からの流れでできているものなんですが、ここには当町においてどう

いうふうにしていくかということの取り組みも報告がなされておりました。 

  さらに、このダイジェスト版、また担当は見ていただきたいと思いますけれども、この中

では実際に被災、避難生活をされた方々のその体験、そしてまた避難生活の中でのさまざま

なトラブル、大変困ったこととかと実際の事例を上げて、ぜひ避難所開設等のときにその辺

の視点を織り込んだ形で避難所を開設してほしいというふうなことも言われておりますし、

町長からは前の質問のときに、しっかりそういうことで取り込むよという答弁はいただいて

ありますもので、お言葉だけでなく、具体的に計画の中にもしっかり入れていただいて、ま

た、避難所開設のときに、今回の訓練の中に果たしてそれがきちんと、現場の中にそういう
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ものがきちんと把握がされて、運営がなされたのだろうかというようなこととかですね、伺

えればというふうに思います。 

  それでは、よろしく御答弁をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） その西宮のものは、資料を加えた中で十分検討していきたいと思いま

す。資料を後でいただければ大変ありがたいと思います。 

  次に、男女の違いの避難所生活、これはもう十分居山議員からもありました、私も当然そ

うだろうと思う中で、それは当然担当にはその辺のことを十分把握した中で、避難所のこと

はそういう運営をしなさいということは指示しております。今回のその中でやれたのかどう

かはちょっと現場のほうに……。男女とのその避難所の今回防災訓練をやったかどうか、ち

ょっと担当のほうから説明いたさせます。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） 避難所の運営の訓練につきましては、各地区で避難所運営訓練

をやるときに、こういう問題があるよということで認識をしていただいている部分もありま

す。居山議員も御存じのＨＵＧというものを事前にやりまして、女性の場合についてはトイ

レの位置をこういうところにするとか、授乳スペースをつくるとか、更衣室をつくるとかと

いう形でうちのほうで指示をさせていただいて、今後の避難所運営に活用していただくよう

に今回の訓練でやらせていただいております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、第２問、介護保険見直しと地域包括ケアシステム実現を許しま

す。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、第２問に移らせていただきます。 

  介護保険見直しと地域包括ケアシステムの実現についてということで、３点にわたって通

告をさせていただいております。 

  まず、高齢者が住みなれた地域で医療、介護、生活支援などのサービスを一体で受けられ

るという地域包括システムのその実現に向けて、それぞれの地域で知恵を結集し、政策を総

動員しながら取り組みが始まっているというふうに聞いております。 

  地域包括ケアシステム功績の第一歩としては、先般成立をいたしました医療介護総合確保
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推進法があるわけですけれども、これによってのその取り組みが１つの焦点になるわけでご

ざいます。つまり、団塊世代が75歳となる10年後、2025年というものを見据えて、今、全国

的にも介護保険料約5,000円くらいで推移をしているようですけれども、この2025年には

8,000円くらいになるというような見積もりがある中で、高齢者の皆さんが安心して暮らせ

るそういう地域社会をどのようにつくっていくかということが、今後も町にとっては大変重

要な課題になっていくかと思います。以上の点を踏まえた上での今回の質問でございます。 

  １点目としまして、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画というものが来年度から第６

期に入るわけですけれども、この６月、今申し上げた成立をした医療介護総合確保推進法と

いうものを受けて、この大きな介護保険の転換、そしてまた法の改正というものをどのよう

に計画の中に反映させていくのかということをお伺いしたいというふうに思います。 

  ２点目につきましては、介護保険の当町の現況と課題、そしてまた分析についてというこ

とでございますが、これは私、20日くらい前に、私ども公明党のほうで県のプロジェクトが

立ち上がりまして、この地域包括ケアについてのその取り組みをしっかりと各自治体でやっ

ていこうというふうなことで、担当の皆さんにアンケートをお願いして、昨日課長から回答

をいただきました。それらを踏まえていきますと、またいろんな課題もまた分析もできるの

ではないかなというふうに思うわけですけれども、その点についてお尋ねをするところでご

ざいます。 

  ３点目は、包括支援センターについての体制の強化ということです。さらに相談の今のあ

り方が１階のあの場所で、本当にちょっと親切に町民に寄り添って相談に乗っていただける

のかなというふうに思うところが非常に疑問でございまして、再三疑問は投げかけているん

ですけれども、現場のお仕事としてはあそこがやりやすいのかなというふうには思うんです

が、もう少し庁舎のそういう仕事のあり方などを検討し直して、何とか改善ができないのか

なと。あのカウンターで立ったまま高齢者の皆さんがいろいろ相談するというようなこと等、

あるいはまた周りにそういう情報が全部聞こえてしまうわけで、プライバシーも何もないわ

けですね。 

  そういうことについてのその相談のあり方、そしてまたこれから非常に大切なキーパーソ

ンとなります包括支援センターなんですね。この体制を強化していくということを、これか

ら各地でもやっていくはずです。ですので、早くに人材の確保、そしてまたそこへの課題と

か改善とかというようなことを町として取り組みをしていただけませんと、どうしてもこう

いう小さな町というのは後手後手になってしまって、非常にその辺の住民のサービスが低下
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してしまうのではないかなというふうに思います。 

  職員の人数も大変限られている中で、今回こういうような改正もあり、３年後までにはこ

れをスタートさせていくというふうなことで、非常に理想はもう大きいわけですけれども、

私もこれを読みながら、こんなことをうちの町でできるんだろうかとか、当然24時間対応と

かなんてことは当然できないだろうなとかいろいろ思いながらも、でも今やれることをしっ

かり取り組みを今やっていくということが、今年度の国の予算づけの中でも幾つかありまし

た。その辺も含めて伺えればというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 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） 居山議員の第２問、介護保険見直しと地域包括ケアシステム実現につ

いては３点からの御質問ですので、順次お答えいたします。 

  １点目の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は来年度から第６期に入るが、６月成立

の医療介護総合確保推進法を受け、今回の大きな転換をどう計画に反映するのかについてで

すが、今回の医療・介護の改正は、高度急性期から在宅医療、介護までの一連のサービスを

地域において総合的に確保することで、地域における適切な医療・介護サービスの提供体制

を実現し、患者の早期社会復帰を進め、住みなれた地域での継続的な生活を可能とすること

を目的とするものです。 

  そのため、在宅医療と介護の連携強化、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の

確保、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化等が見直されました。 

  介護保険におきましては、在宅医療、介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、

全国一律の予防給付（訪問介護、通所介護）を地域支援事業に移行し、多様化を図ることと

なりました。 

  また、特別養護老人ホームの新規入所者を原則要介護３以上に限定することや、費用負担

の公平化として低所得者の保険料の軽減拡充や保険料の上昇をできる限り抑えるため、所得

や資産のある人の利用者負担を見直す内容となっています。 

  この制度改正に伴い、町では圏域における相互の連携を目的とした伊豆今井浜病院在宅医

療連携推進協議会での協議や町内のケアマネジャーと薬剤師との連絡会の立ち上げ等により、

医療と介護の連携を計画に反映させていきたいと考えております。 

  次に、２点目の介護保険の当町の現況と課題は、分析はについてですが、平成26年度４月
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現在、65歳以上の人口は5,000人を超え、高齢化率は38％となっております。要介護認定者

は平成26年３月末現在653人で、前年末と同じとなっております。 

  町内事業者の状況は、在宅系のサービス事業所で、居宅介護支援事業者が10カ所、訪問介

護事業所が５カ所、通所介護が11カ所、訪問介護が１カ所、通所リハビリテーションが１カ

所、短期入所者生活介護（ショートステイ）が１カ所、特定施設入所者生活介護（有料老人

ホーム）が３カ所、地域密着型のグループホームが１カ所、在宅系有料老人ホームが１カ所

あり、また、今年度中には地域密着型サービスである小規模多機能型居宅介護事業所が１カ

所、開設予定となっております。 

  また、課題といたしましては、高齢者人口の増加に伴い、要介護認定者の増加が見込まれ

ることなどから、施設整備の必要性や給付費の増に伴う保険料の引き上げ等が懸念されます。 

  次に、３点目の包括支援センターの体制強化、相談のあり方について、課題、改善はにつ

いてですが、包括支援センターの体制強化につきましては、現在の仕事の進め方を見直し、

内容を整理しながら対応を図り、行政内や医療機関、介護事業所、弁護士、あんしん見守り

ネットワーク協力事業者等といった関係機関との連携を強化し、業務を進めることにより、

地域包括支援センターの業務の円滑化につながっております。 

  また、包括支援センターの相談のあり方につきましては、来年度以降の制度改正を踏まえ

た上で積極的に検討していきたいと考えております。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） 今、御答弁をいただきました点について、さらにお伺いをさせてい

ただきたいというふうに思います。 

  この介護保険の見直しというふうなことで、ここ何日間か改めて制度を見直し、そしてま

た現状をいろんな場面にも遭遇をいたしますので、その場合のことと照らし合わせて当町の

現状を私なりに感じるところもございます。 

  町長が今、おっしゃっておりました点につきまして、当町においてはかなり施設的なそう

いうサービスがあるものはあるという、ないものは老健などがないというようなこととか、

それと、これもかなり早いうちから、七、八年前から小規模多機能の施設については町長に

も提案を申し上げて、そして実際にそこにお勤めをしている伊豆高原のほうの施設にいる方

が、これはもうぜひ町に必要なので、よく町長に言ってほしいというようなお声もあったも

ので、再三申し上げていたわけですが、今年度中に小規模多機能ができるというふうなこと、
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それ以前にはそれぞれの事業所の中でお泊りデイサービスみたいな形で、必要に迫られた形

で当初スタートし、それが法的にもある程度認められる形で実施をされていたわけでござい

ます。 

  やはり突然元気だった人も何だかここのところ認知が進んでというふうなことで、せんだ

っても御近所の方お二人が見えて、母親のそういう認知症の状況から、１人ではとても暮ら

すことは無理なんだろうから、何とかしたいというふうなお話とかを伺うにつけ、一応町の

サービスをお話をし、そしてまた土日だったものですから、とにかく月曜日になったら、包

括支援センターに御相談に行くというふうなことのアドバイスをさせていただきました。 

  多分これからは、そういう意味で包括支援センターにいろんなことでの相談が今まで以上

に舞い込んでいくことだと思います。大変よくやっていただいているのはわかっております。

私の住んでいる区域でも地域の課題としてあった問題を、せんだっても介護サービスの事業

所とそれとまた担当の保健師、そしてまたあらゆる関係の包括の方々とかも来て、御親戚も

来ていただいて、そこで本人も含めた家族会議みたいな形で対策を練ったわけです。それで

ようやく、今もう２カ月過ぎて状況は落ちついてきたわけですけれども、地域の皆さんの中

でも心配なお家とか、そしてまたどういうふうになってしまうんだろうとかと思うところも

やっぱりあるわけですけれども、まず、家族の当事者の皆さんの意思や、そしてまた希望が

まず優先されるわけですので、そういう意味で私は包括支援センターというものが本当に大

事だというふうに思いますので、ぜひそういう意味での体制の強化を急いでいただきたいと。 

  来年度というふうなことで、今、お話が町長からはありました。来年度以降、その法的な

そういうようなものを見て積極的にというふうには言うんですが、どう考えたって絶対大事

なところです、必要になってきますので、職員をもっとふやしていただくなり、相談の体制

を見直すなり、まずここをしっかりとやっていただきたいと。 

  住民の皆さんも相談をしたいというふうに思っても、誰のところに行こうか、どこへ行こ

うかとみんなやっぱり考えるわけですよね。それで身近に議員がいれば、議員のところに相

談に見えたりとかするわけですけれども、そういう意味ではやはり全て包括支援センターよ

というふうなことをいろんな研修で私はたびたび聞いておりますので、もうここが全ての介

護保険を含めた形の福祉の部分も含めた上でも本当に包括ですので、全てがここなわけです

よ。ここに余り過重な負担をかけて、若いから、皆さん有能だからこなしてしまうんですけ

れども、一たび誰かが病気になって倒れてしまったといったときには、うちの町はもうアウ

トです。ですので、しっかり人材確保というふうなことで、社会福祉士、またそれからケア
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マネなども、いろんな意味で経験も積み、そして事業所を統括していくそういう立場のケア

マネなわけですので、普通のケアマネジャーとは違うわけです。そういうことからすると、

しっかりとその取り組みをしていただく必要があるのではないかというふうに思います。 

  さて、ちょっと話が前後をして後ろのほうから言ってしまったわけですけれども、１点目

のあり方について、今後医療と介護の連携というふうなことで、この地域包括ケアについて

は、先ほど来お話がありました東部病院のことについて、今後どういうふうに推移をしてい

くかということが、うちの町にとっても大変大切な課題かというふうに思います。ぜひ御答

弁にありましたように、早急な取り組みをしていただき、また病院建設がスムーズに進むよ

うに、町長にもまたさらなる取り組みをしていただかなければならないのではないかという

ふうに思います。 

  病院も大きな病院がない、それから老健もない、何もないというふうなことになりました

ときに、遠くから病院に入院をして、さて退院だよといったときに、一回そこでもって老健

なり何なりで体調を整え、機能を回復して自宅に戻るという本来の介護保険のシステムが実

っていかないわけですので、大切な問題だというふうに思います。頑張っていただきたいと

いうふうに思うわけでございます。 

  保険料の上昇につきましては、これはやはり必要なものは当然使っていくようになるわけ

ですけれども、今、この計画をずっと見ましたときに、やはり今まで割と簡易なそういう生

活支援について割とサービス的なものが伸びていたというようなことなのか、その辺の見直

しのあり方などもなされているようでございますので、しっかりとその辺もきちっと適切な

介護プランのもとに、住民が安心して地域で暮らせるというそのシステムを実行していただ

きたいというふうに思います。 

  うちの町はひとり暮らしの高齢者が、よそのところよりももうずっと多いわけですので、

今後もどんどん増え続けていきますので、ひとり暮らしの高齢者が災害時に、そしてまた自

分の体が弱くなったり、どこか不調があるときに、どこにどういうふうにしたらいいのかと

いったら包括支援センターですね、何でも包括支援センター、それでその方の全てのものを

調査していただきながらですね、まことに時間のかかる作業で、お一人お一人のお話もゆっ

くりゆっくり何回も聞いてようやく全体が見えてくるというような状況もありますので、と

にかくこの包括支援センター、職員をきっちりと張りつけて、これからうちの町はこの計画

にのっとった形で計画が進みますように望むところでございます。 

  さらに国のほうでも、介護職員の処遇の改善というようなことでは、たびたび国のほうで
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もなされているわけでございますけれども、この要支援者向けのサービスの一部が町に移行

していくということ、さまざまなサービスを実施できるように、その準備をしていかなけれ

ばならないわけですけれども、それが整った町から順次にこれを移行していくということで、

３年後の平成17年度末に全市町村で実施というようなゴールが明確に決まっているわけでご

ざいます。 

  この高齢者が安心して生活できる福祉の町、うちの町のこの介護事業計画を見ていきます

と、１つの柱となっております目標が「支え合い、助け合う地域福祉の充実」でございます。

ただその支え合うというのは、やはり地域の皆さんのボランティア意識なり、そして地域住

民としてのお互いの連携・連帯、そういうような本来のコミュニティの醸成というものが望

まれるわけでございます。 

  私もずっと50年前は老人クラブ、今はシニアクラブ、くれぐれも皆さんできたらシニアク

ラブと言っていただかないと若い人が入りませんから、このシニアクラブですけれども、東

町は何とか軌道に乗って意欲的に取り組んでいらっしゃるようでございますし、そういう方

たちが地域のそういう資源を使い、なおかつその人たちへの今後もボランティアのポイント

制も含め、支え合いの体制というものがこの地域包括ケアの中にきちんと位置づけられてい

ます。それを主導していくのがどこなのかなということを時々伺うわけですけれども、昨日

はずっと地域福祉活動計画というのが社協の計画だと思うんですが、これ自分が持っている

ものがちょっと古いので担当に聞いたら、同じのしかないと言うので、じゃ2010年までの計

画だけれども、その後の社協の計画はないんですか、どうなっているんですかというふうに

思うところです。 

  いずれにしても、ボランティアの育成にしても、それから地域の支え合いにしても、社会

福祉協議会が町から委託を受け、補助金を受け、それで運営をしているわけでございますの

で、やはり私は前副町長かしらといろいろ言ったんですが、町の福祉のコーディネートはや

はり担当の健康福祉課、住民福祉課、その辺から始まって、結果的にはやはり社会福祉協議

会というものになろうかと思います。 

  今、全国的にもこの社会福祉法人のあり方というものに警鐘が鳴らされ、昨日は日経の社

説の中でそれが指摘をされておりました。言うならば内部留保資金というものをしっかりた

め込んで、特養のそういう社会福祉法人にしても何にしてもそうなんですけれども、本来の

そういう社会福祉法人としてのそういう機能を逸脱しているのではないかみたいな、そうい

う社説だったんですけれども、そういう意味も含めて、当町におきましても、社会福祉協議
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会が本来的な業務に対して、私は今一歩頑張っていただきたいというふうに思うところは

……。 

  文教厚生の委員長のときにいろんな充て職で会議に出ます。そうすると、やはり社協の理

事としていろんな予算、決算なりの資料も見て、皆さんと会議をして理事としての責任を果

たすわけですけれども、いまいち納得がいかない点とか、わからない点とかがさまざまござ

いまして、やはり社協のそういう活動のあり方についてもう少し見える化をしていただいて、

昨年は事業レビューもやりましたね。そういう意味での改善もなされていることかというふ

うに思いますけれども、ボランティアの育成、そしてまた地域を支え合うコミュニティづく

り等々、シニアクラブの運営等にも改善の余地がございます。その点を含めて、よろしく御

答弁をいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 本当にまず、この地域で安心して暮らせる町、これはまず最優先、こ

れはやっていきたいと考えております。その中で盛んにその包括支援センターの人員のあり

方、今、居山議員から指摘をされた中で、本当に今後ますます29年に向けてこの包括支援セ

ンター、やっぱり大変重要かと考えておりますもので、もう既にそれまでに人員を１人増や

しましょうという中で今やっております。その中でなるべくいい人を選びたいために、動い

ていることは動いています。なかなかそういう人が現状いないもので、早速もうそういう動

きをしましょうということは担当には言っておりますもので。 

  それから、二十七、八年になるかわかりませんけれども、とりあえずそういう動きはもう

しております。だから、人員を増やすということはまず言っておることは、御理解願いたい

と思います。 

  そういう中でいろいろなハードル、ボランティアの方々が本当にそういうことが一番いい

ことだと、なかなか大変難しい中で、その社協のあり方も今、居山さんから御指摘されまし

た。当然、昨年、事務事業レビュー、昔の事業仕分けですか、これをやった中でまた社会福

祉協議会のほうにはそういうことをまたどんどん町としても言っていきたいと考えておりま

すもので、金をためるのが目的ではありませんから、ある程度金があったらば社会に還元し

てほしいということはまたこれは言っていきたいと考えておりますもので、よろしく御理解

願いたいと思います。 

（何事か言う声あり） 

○町長（太田長八君） はい。それに関しましては、基本的には検討した中で、当時、副町長
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が委員長でありまして、委員長が強く言った中で。実を言えば現在ないのが現状らしいです。

しかしながら、これはあくまでも条例的にはこれを設置しなければならないではなくて、任

意的なことであるらしいんですけれども、これは果たしていかがなものかと私も考えており

ますので、これは強く社協のほうには言っていきたい、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（鈴木 勉君） 暫時休憩させてください。 

 

休憩 午後 ２時５５分 

 

再開 午後 ２時５６分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  ほかに答弁ございませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） それでは、３回目をお願いいたします。 

  12番、居山さん。 

（１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） それでは、今、町長から包括支援センター職員１名増員していくと

いうふうな御答弁でありますので、優秀な人材が来てくださるように祈りたいと思います。 

  保健師もちょっと欠員があろうかと思いますけれども、その辺の募集はそのままなんでし

ょうかね。 

（何事か言う声あり） 

○１２番（居山信子君） 増えましたですか。よかったです、それでは。安心しました。 

  いずれにしても、人材の確保ということが今後さまざまな施策を実施していく上で大変重

要になっていくことですし、そしてまた人材の育成というふうなことをしっかりとやっぱり

やっていきませんと、大勢人はいるけれども仕事は進まないというふうなことになってしま

いますので、ぜひお一人お一人持っている力を十二分に発揮していただきながら、本当にこ

の東伊豆町で安心して暮らせる、そして幸せに老後を過ごせる、そういう町にしていただけ

ますようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうござ
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いました。 

○議長（鈴木 勉君） 答弁はよろしいですか。 

  いいよね。 

  以上で12番、居山さんの一般質問を終結いたします。 

  この際３時10分まで休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ２時５９分 

 

再開 午後 ３時０９分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第２ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年

度東伊豆町一般会計補正予算（第２号）） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 専決承認第２号 専決処分の承認を求めることについて

（平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号））を議題といたします。 

  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２号 専決処分の承認を求めるこ

とについて提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、去る７月16日に稲取温泉場内の町道藤三払１号線石積みよ

り落石があり、温泉場内ということもあり、車両や歩行者の安全確保のため、早急に対応す

る必要が生じたことから、平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第２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
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します。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいま提案されました専決承認第２号 専決処分の承

認を求めることについての平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第２号）について概要を

御説明いたします。 

  平成26年度東伊豆町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ275万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ48億6,239万9,000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、３ページ、４ページをお開きください。 

  ２、歳入について説明いたします。 

  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275万円を追加

し、１億8,451万4,000円といたします。 

  １節財政調整基金繰入金、細説１財政調整基金繰入金275万円の増は、今回の補正におき

まして、歳入予算及び歳出予算調整のため不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  次に、３、歳出について説明いたします。 

  ７款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費、補正前の金額に275万円を追加

し、１億975万円といたします。事業コード１道路新設改良事業、15節工事請負費、細説10

藤三払１号線安全対策工事275万円の増は、藤三払１号線の落石に伴う石積みの補強に要す

る工事請負費であります。 

  恐れ入りますが、２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48億5,964万9,000円に275万円を追加し、48億6,239万

9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額48億5,964万9,000円に275万円を追加し、48億6,239万

9,000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
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たします。 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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２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承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２６年

度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第３ 専決承認第３号 専決処分の承認を求めることについて

（平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（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専決承認第３号 専決処分の承認を求めるこ

とについて提案理由を申し上げます。 

  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

  この専決処分につきましては、町立図書館において早急に防犯対策を講ずる必要が生じた

ため、平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第３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（鈴木 勉君） 総務課長。 
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○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいま提案されました専決承認第３号 専決処分の承

認を求めることについての平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）について概要を

御説明いたします。 

  平成26年度東伊豆町の一般会計補正予算（第３号）は、次の定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ48億6,249万9,000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。 

  （債務負担行為の補正） 

  第２条 債務負担行為の変更は、「第２表債務負担行為補正」によります。 

  恐れ入りますが、４ページ、５ページをお開きください。 

  ２、歳入について説明いたします。 

  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10万円を追加し、

１億8,461万4,000円といたします。 

  １節財政調整基金繰入金、細説１財政調整基金繰入金10万円の増は、今回の補正におきま

して、歳入予算及び歳出予算調整のため不足額を補塡措置いたした内容でございます。 

  次に、３、歳出について説明いたします。 

  ９款教育費、５項社会教育費、４目図書館費、補正前の金額に10万円を追加し、2,291万

8,000円といたします。事業コード２、図書館施設維持管理事業、14節使用料及び賃借料、

細説12防犯カメラ借上料、10万円の増は町立図書館において不審者が出没したことに伴い、

早急に防犯対策を講ずる必要が生じたため、防犯カメラを設置するための防犯カメラ借上料

であります。 

  後年度負担を伴う借り上げ料であり、債務負担行為の補正が必要なため、予備費充用では

なく、専決処分をさせていただきました。 

  恐れ入りますが、３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48億6,239万9,000円に10万円を追加し、48億6,249万9,000

円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額48億6,239万9,000円に10万円を追加し、48億6,249万9,000
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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（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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３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承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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２８号 平成２６年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第４ 議案第28号 平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第４

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28号 平成26年度東伊豆町一般会計補

正予算（第４号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に１億391万1,000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を49億6,641万円とするものでございます。 

  歳入の主な内容を申し上げますと、算定事務が完了し、交付決定を受けました普通交付税

の増額と臨時財政対策債の減額、また、稲取高原観光施設整備に対する県補助金と地域の元

気臨時交付金基金繰入金の増額、さらに、社会保障・税番号制度システム整備に対する国庫
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補助金や介護保険特別会計の平成25年度清算に伴う繰入金の増額等を計上しております。 

  寄付金につきましては、４件の御浄財が寄せられましたので、それぞれの目的に沿って有

効に活用させていただくことといたします。 

  次に、歳出の主な内容を申し上げますと、観光振興対策といたしまして、稲取高原観光施

設整備工事により、クロスカントリーコース内に親水広場などの整備をいたします。 

  また、県や河津町と合同で実施する観光キャンペーンや、埼玉方面に向けた情報発信、タ

イの国際旅行博覧会への参加によるインバウンド対策、観光全般に関する支援の強化などを

行うため、補助金並びに委託料を増額措置いたしております。 

  地域経済対策といたしましては、プレミアムつき地域商品券発行事業への補助金並びにリ

フォーム振興事業補助金を増額措置いたしました。 

  また、社会保障・税番号制度に対応するためのシステム整備や農地法改正に伴う農地台帳

システム整備に係る委託料を計上いたしました。 

  民生費では、10月から定期予防接種となる小児並びに高齢者に対する予防接種関連経費を

計上し、消防費では、稲取地区の防災センターの事業内容見直しに伴う設計委託料を計上し

ております。 

  必要な財源配分を行った後、余剰財源につきましては、財政調整基金への繰り戻し措置を

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（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） それでは、ただいま提案されました議案第28号 平成26

年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）について概要を説明いたします。 

  平成26年度東伊豆町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億391万1,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億6,641万円といたします。 

  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。 

  （地方債の補正） 

  第２条 既定の地方債の変更は、「第２表地方債補正」によります。 
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  恐れ入りますが、６ページ、７ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  10款１項１目地方交付税、補正前の金額に8,587万円を追加し、９億6,587万円といたしま

す。１節地方交付税、細説１普通交付税8,587万円の増は、交付税の本算定終了により交付

額確定に伴う増額であります。主な要因といたしましては、基準財政収入額では、個人町民

税の所得割や法人税割、また固定資産税の土地などの減がございます。また、基準財政需要

額では、高齢者保健福祉費や臨時財政対策債を初めとした公債費及び新設された地域の元気

創造事業費などの増が主な要因となっております。 

  14款国庫支出金、２項国庫補助金、７目総務費国庫補助金、補正前の金額に708万4,000円

を追加し、1,356万4,000円といたします。１節総務費補助金、細説１社会保障・税番号制度

システム整備費補助金708万4,000円の増は、システム改修の内容に応じて事業費の10分の10、

もしくは３分の２が交付される補助金でございます。 

  ８ページ、９ページをお開きください。 

  15款県支出金、２項県補助金、１目総務費県補助金、補正前の金額に195万9,000円を追加

し、5,660万8,000円といたします。１節企画費補助金、細説３地域少子化対策強化交付金

195万9,000円の増は、妊娠、出産から育児期の支援策として新たに取り組みます家族手帳交

付事業に対する10分の10の県交付金の増額措置でございます。４目農林水産業県補助金、補

正前の金額に369万3,000円を追加し、812万9,000円といたします。１節農業費補助金、細説

４農地台帳システム整備事業補助金369万3,000円の増は、農地法改正に伴う農地台帳システ

ム整備に対する県補助金の増額措置でございます。５目商工費県補助金、補正前の金額に

1,500万円を追加し、2,150万円といたします。２節観光費補助金、細説２稲取高原観光施設

整備事業費補助金1,500万円の増につきましては、クロスカントリー内に親水コーナー等を

整備するための事業費に対する県補助金の増額措置であります。 

  10ページ、11ページをお開きください。 

  17款１項寄付金、３目ふるさと納税寄付金、補正前の金額に51万円を追加し、61万円とい

たします。１節ふるさと納税寄付金、細説１ふるさと納税寄付金51万円の増は、東京都杉並

区の匿名希望の方から50万円、東京都稲城市の匿名希望の方から１万円、それぞれ寄せられ

ました御浄財であり、御意向に沿って社会福祉基金へ積立措置させていただきます。５目衛

生費寄付金、補正前の金額に32万円を追加し、32万円といたします。１節保健衛生費寄付金、

細説１保健衛生費寄付金32万円の増は、稲取にお住まいのイシハラヨシヒコ様から30万円、
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奈良本の伊豆ヘルスケア株式会社から２万円、それぞれお寄せいただいた御浄財であり、御

意向に沿って母子健康教育相談事業並びに健康づくり推進事業において活用させていただき

ます。 

  12ページ、13ページをお開きください。 

  18款繰入金、２項特別会計繰入金、４目介護保険特別会計繰入金、補正前の金額に627万

5,000円を追加し、627万5,000円といたします。１節介護保険特別会計繰入金、細説１介護

保険特別会計繰入金、627万5,000円の増は、25年度決算確定に伴う一般会計への繰戻金であ

ります。３項基金繰入金、２目財政調整基金繰入金、補正前の金額から1,105万4,000円を減

額し、１億7,356万円といたします。１節財政調整基金繰入金、細説１財政調整基金繰入金

1,105万4,000円の減は、今回の補正におきまして歳入予算及び歳出予算調整後の余剰財源を

繰り戻し措置いたした内容でございます。４目地域の元気臨時交付金基金繰入金、補正前の

金額に1,500万円を追加し、3,658万6,000円といたします。１節地域の元気臨時交付金基金

繰入金、細説１地域の元気臨時交付金基金繰入金1,500万円の増は、先ほど観光施設整備事

業補助金で御説明いたしました稲取高原観光施設整備事業の財源として基金から繰入措置す

るものでございます。 

  20款諸収入、４項２目雑入、補正前の金額から20万1,000円を減額し、6,291万8,000円と

いたします。９節雑入、細説11コミュニティ事業助成金230万円の減は、財源となる宝くじ

の売り上げ減少により、申請２件のうち１件が不採択となったため、今回減額するものであ

ります。細説39物件補償費196万4,000円の増は、県が実施する中山間地域総合整備事業にお

いて移設が必要となる消火栓と街路灯に対する補償費の増額措置であります。 

  21款１項町債、３目土木債、補正前の金額に320万円を追加し、3,260万円といたします。

１節土木費、細説１湯ケ岡赤川線整備事業320万円の増は、県の実施する路盤工事の追加に

伴い、町が施工する舗装工事の増額に対する起債の増額措置であります。５目臨時財政対策

債、補正前の金額から2,372万4,000円を減額し、３億2,327万6,000円といたします。１節臨

時財政対策債、細説１臨時財政対策債2,372万4,000円の減は発行可能額確定に伴う起債の減

額であります。 

  14ページ、15ページをお開きください。 

  次に、３、歳出について御説明いたします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の金額に1,992万2,000円を追加し、

４億4,147万4,000円といたします。事業コード11職員共済事業、４節共済費、細説１共済組
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合納付金195万1,000円の減は、共済組合納付金の追加費用率確定に伴う減額であります。 

  16ページ、17ページをお開きください。 

  ９目企画費、補正前の金額に203万9,000円を追加し、454万3,000円といたします。事業コ

ード６家族手帳交付事業、11節需用費、細説２印刷製本費113万円の増は、歳入で御説明い

たしました県からの交付金を活用し、家族手帳交付の際に用いるバインダー等の印刷製本費

を計上したものであります。10目自治振興費、補正前の金額から169万4,000円を減額し、

3,880万4,000円といたします。事業コード４自治会活動事業、19節負担金補助及び交付金、

細説２自治会コミュニティ事業助成金230万円の減は、歳入で御説明いたしました助成金申

請２件のうち１件が不採択となったことによる減額措置であります。13目電算費、補正前の

金額に1,050万2,000円を追加し、6,611万3,000円といたします。事業コード２基幹系システ

ム管理事業、13節委託料、細説１保守管理委託料1,042万円の増は、国の社会保障・税番号

制度に対応するため、基幹系システムを改修するための増額措置であります。 

  18ページ、19ページをお開きください。 

  ２項町税費、１目税務総務費、補正前の金額に301万7,000円を追加し、7,277万円といた

します。事業コード１税務総務事業、23節償還金利子及び割引料、細説１町税過誤納還付金

290万円の増は、法人の業績悪化に伴う法人町民税の減額や事業所得の落ち込みによる株式

等譲渡所得や配当の分離課税分について還付が生じたため、増額措置するものであります。 

  22ページ、23ページをお開きください。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、補正前の金額に320万5,000円を追加し、

2,093万8,000円といたします。事業コード１小児予防接種事業、11節需用費、細説７医薬材

料費117万7,000円の増は、水ぼうそうのワクチン接種が10月以降、現在の任意予防接種から

定期予防接種に移行されることとなりました。これに伴い市町において実施することとなる

ため、医薬材料費を増額措置するものであります。事業コード２成人予防接種事業、13節委

託料、細説２高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料140万8,000円の増は、小児予防接種事業と

同じく、高齢者肺炎球菌ワクチン接種についても、定期予防接種に移行されるため、委託料

を増額措置するものであります。 

  26ページ、27ページをお開きください。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、補正前の金額に837万4,000円を追加

し、1,842万6,000円といたします。事業コード１農業委員会事務事業、13節委託料、細説２

農地台帳システム導入業務委託料800万円の増は、農地法改正に伴い、国の定める基準に沿
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ったシステムの整備が必要なため、増額するものであります。この委託料には歳入で御説明

いたしました国庫補助金が充当されております。 

  28ページ、29ページをお開きください。 

  ６款１項商工費、２目商工振興費、補正前の金額に850万円を追加し、3,198万6,000円と

いたします。事業コード１商工振興事業、19節負担金補助及び交付金、細説１商工会補助金

550万円の増は、町内の経済対策として商工会が事業主体となるプレミアムつき地域商品券

発行事業に対し補助するものであります。細説３業務振興事業補助金300万円の増は、本年

度の申し込み実績に基づき、不足が見込まれるため、増額措置するものであります。３目観

光費、補正前の金額に3,584万円を追加し、１億5,126万7,000円といたします。事業コード

１地域観光振興対策事業、13節委託料、細説４観光振興事業委託料200万円の増は、観光振

興計画の実現に向け、企画立案を委託するもので、観光全般に対する支援の強化を図るもの

であります。19節負担金補助及び交付金、細説１町観光協会補助金155万円の増は、県や河

津町と共同で実施する観光キャンペーンや埼玉方面に向けた情報発信、またオリジナルマウ

ンテンマラソンでのみそ汁サービスなどに係る増額措置であります。細説７インバウンド等

対策事業補助金100万円の増は、新規来誘客の獲得に向けたタイ国際旅行博覧会への出展参

加のための補助金の増額措置であります。 

  30ページ、31ページをお開きください。 

  事業コード６稲取高原観光施設整備事業、15節工事請負費、細説２稲取高原観光施設整備

工事3,010万円の増につきましては、県補助金並びに地域の元気臨時交付金基金を活用し、

クロスカントリーコース内のツリーハウス周辺に親水コーナーや水飲み場、休憩所などを整

備するものであります。 

  ７款土木費、２項道路橋りょう費、３目道路新設改良費、補正前の金額に384万円を追加

し、１億1,359万円といたします。事業コード１道路新設改良事業、15節工事請負費、細説

１湯ケ岡赤川線改良工事384万円の増は、歳入でも御説明いたしました県の路盤工事追加に

伴う舗装工事施行のための増額であります。 

  32ページ、33ページをお開きください。 

  ３項河川費、２目用悪水路費、補正前の金額に200万円を追加し、1,154万円といたします。

事業コード１河川改修事業、15節工事請負費、細説２山岸水路改修工事200万円の増は、水

路の洗掘により町道部分への流入が見られるため、陥没等の危険性も考えられることから、

補修工事を行うものであります。５項住宅費、１目住宅管理費、補正前の金額に371万1,000
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円を追加し、573万2,000円といたします。事業コード１町営住宅維持管理事業、15節工事請

負費、細説２熱川町営住宅ベランダ改修工事371万1,000円の増は、熱川町営住宅Ｂ棟におい

て、ベランダの手すりにさびによる腐食が生じていることから、改修工事費を増額措置する

ものであります。 

  34ページ、35ページをお開きください。 

  ８款１項消防費、３目消防設備費、補正前の金額に161万6,000円を追加し、2,797万6,000

円といたします。事業コード１消防施設等整備事業、15節工事請負費、細説４消火栓整備工

事161万6,000円の増は、県が中山間地域総合整備事業で実施する片瀬集落道の工事にあわせ、

既存の消火栓の移設を１カ所、また新設消火栓を１カ所整備するものであります。このうち

移設工事費90万8,000円に対しては、県から物件補償費として歳入がございます。４目防災

対策費、補正前の金額に2,175万3,000円を追加し、9,734万4,000円といたします。事業コー

ド12災害に備えた安心・安全なまちづくり事業、13節委託料、細説３奈良本地区防災センタ

ー避難地整備設計業務委託料100万円の増は、奈良本地区避難地整備において事業費を極力

抑えるため、設計の見直しを行うものであります。細説４稲取地区防災センター設計業務委

託料2,000万円の増につきましても同様に、事業費を抑えるため、設計の見直しするもので

あります。 

  次に、今回の補正における新規事業等について御説明いたします。 

  恐れ入りますが、16ページ、17ページをお開きください。 

  ２款総務費、１項総務管理費、９目企画費、事業コード６家族手帳交付事業についてです

が、先ほど県の地域少子化対策強化交付金と歳出では印刷製本費の御説明をいたしましたが、

県の交付金を受け、妊娠から出産、子育て期まで切れ目のない支援を行うために実施する事

業であります。結婚した夫婦に対し、町が行っている出産や子育てに関する事業の情報をバ

インダー式の手帳に集約し、交付します。妊娠、出産、育児に関する不安を取り除き、育児

の様子を記録することで、相談員や相談機関からもきめ細かな支援が可能となります。バイ

ンダーの挿絵等は専門家に依頼し、作成していただきます。これらに要する報償費、需用費、

役務費、使用料及び賃借料を計上しておりますが、需用費に対し全額県交付金が充当されて

おります。なお、本年度はゼロ歳から３歳までの子供を持つ世帯にも手帳を交付いたします。 

  恐れ入りますが、20ページ、21ページをお開きください。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、事業コード１児童環境づくり事業に

ついてですが、平成27年度から実施される子ども・子育て支援新制度に向け、現在、委託に
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より子ども・子育て支援事業計画の策定に取り組んでおります。この計画をより町の実情や

ニーズを盛り込んだものとするため、児童環境づくり推進委員会を開催し、意見等を伺うも

のでございます。このため、委員報酬、費用弁償を今回予算措置しております。 

  恐れ入りますが、34ページ、35ページをお開きください。 

  ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、事業コード３町学校教育環境整備事業

についてですが、少子化が進む中、今後の幼稚園、小中学校のあり方について検討していく

必要性が生じてきたことから、20名程度の委員により、学校教育環境整備委員会を立ち上げ、

今後の学校教育に関する課題についてさまざまな視点、角度から調査、審議するものであり

ます。これらに要する委員報酬、費用弁償を今回予算措置しております。 

  恐れ入りますが、３ページへお戻りください。 

  第２表地方債の補正でありますが、今回の補正予算（第４号）におきましては、土木債の

湯ケ岡赤川線整備事業を増額し、発行可能額確定に伴い、臨時財政対策債を減額いたします。

合計2,052万4,000円を減額措置するものでございます。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでありますので、御承知願います。 

  ４ページ、５ページをごらん願います。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額48億6,249万9,000円に１億391万1,000円を追加し、49億

6,641万円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額48億6,249万9,000円に１億391万1,000円を追加し、49億

6,641万円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は国県支出金を2,780万6,000円の増、地方債を

320万円の増、その他財源を1,534万3,000円の増、一般財源を5,756万2,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 歳入のほうなんですが、交付税の増額措置に関連しまして、町民の

個人所得等の落ち込みというふうな理由を述べられましたけれども、具体的にちょっとその

部分はどういう落ち込み状況ということが反映されているのか、もしくは金額ベース等でわ

かったら教えていただきたいと思います。それが１点目でございます。 
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  ２点目ですけれども、23ページの予防費の関係ですけれども、水ぼうそうと肺炎球菌ワク

チンということで、これらの事業は今後制度として定着するということで、制度としての対

象等々がどういうふうになっているのかということ。それと、予算措置を見ますと、国県か

らの助成等は入っていないように見えますけれども、この辺の対応についてはどういうふう

に財源の裏づけになっているのかということについて、お伺いしたいというのが２点目でご

ざいます。 

  ３点目に、商工会の補助金で550万円でプレミアムということで、言えば定番の要望だな

ということなんですけれども、旅館のほうの状況もいろいろ苦戦しているということについ

ては、夏の状況も含めて町長の行政報告がある。しかし、商店のほうはさらにやっぱり厳し

い状況がある中で、要望というのはこういうプレミアムだけだったんでしょうか。本当にこ

れで商店の皆さんが元気になっていけるのかなと、商業振興これだけで大丈夫なのかなとい

うことを感じるわけなんですけれども、そのほかについて何らかの要望なり意見聴取等を、

町のほうでされているのかどうかということについてお伺いしたいというのが３点目でござ

います。 

  すみません、あと２点ぐらいありますので。 

  ４点目ですけれども、31ページの稲取高原の観光施設整備事業の関係なんですが、この水

道分担金の42万円ということで、通常の家庭の分担金というのは５万円ぐらいだったかなと

思うんですけれども、42万円の分担金というのは相当大きい口径のものを使用するのかなと

いうことなんですけれども、どういう考え方、どういう規模での町の水道をここに使おうと

いうことなのか、ちょっとその辺が私わかりかねますものですから、お伺いしたいと思いま

す。 

  それで、最後35ページなんですが、稲取地区防災センター、一般質問でも町長、議論され

て説明もされていました。ちょっと私がわかりかねるのは、事業として建物をコンパクトに

縮小して見直したと、これはこれで評価をしたいと思うんですけれども、事業として説明さ

れたものというのは、例えば７億9,000万円から４億円になりましたというこの事業の部分

でいうと、これはいわゆる箱物だけの問題なんでしょうか。事業の総体を指しているのかと

いうことがちょっと説明としてどちらなのかなというところがあるんですね。 

  というのは、場合によって、これから今、役場というのが電算、電気、いわゆるデータを

確保するということが非常に重要になると。そうした場合に、今、ＳＢＳか何かに電算業務

のやつをやっていますけれども、このバックアップをしていく、ただ端末でのパソコン等が
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あるのか、いわばサーバーというふうな形のものや何かまで置いて、ここのいわゆる今後備

品が、いわゆる４億円と言われたのが建物だけで、そのほかにまた億ぐらいの備品がかかる

ものなのか、もう４億円という事業の中にはもう備品が入っていますよということなのか、

ちょっとその説明が昨日の議論を聞いていても、どっちなのかということがちょっと解釈し

かねているものですから、この辺について御説明をいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） これ事務的なことは担当から説明いたさせます。 

  まずは、商工会の補助金の関係でございます。これはもう本当に町としてもいかがなもの

か、これはどのような要望があったかはまた担当課のほうから説明いたさせますが、基本的

には例年どおりのことを要望してきた中で、自分が感じるのは、商工会はやる気があるかど

うかという、それはあると感じています。その中で、私どもに来たのは、商工会の振興券と

歳末大売り出しのときのこのお金、その中で私、この振興券のあるところ、その歳末の売り

上げに関しては、全然そのただお金をくれというだけで、前向きな姿勢が見えないもんで、

これはいかがなものかと思う中で、そちらのほうは切らせていただきました。しかしながら、

やっぱり振興券は多少ある程度町内の活性化になるのではないかという中で、今回これは認

めましたけれども、それ以外の要望があったかどうかというのは担当のほうに説明いたさせ

ます。あとは事務的なことは担当のほうで。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 26年度の普通交付税の確定に伴う個人所得の落ち込みの

額ということでしたが、そこまでの数値は今、手元には持っていませんので、また後ほどそ

れは御説明いたしたいと思います。 

  内容につきましては、基準財政需要額は26億4,214万8,000円に対し、基準財政収入額が17

億5,418万4,000円で、この差し引き額の８億8,796万4,000円から調整額の209万4,000円を除

いた８億8,587万円というのが一応交付額となっておりまして、前年比と比べまして、617万

4,000円、0.7％の減という形になってございます。個人所得ですが、25年度からは総所得金

額が132億1,687万4,000円ということで、前年比マイナス1.06％という形になっています。

個人住民税です。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 地域商品券の発行事業の内容でございますけれども、今回の
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消費税の増税後の非常に厳しい町内経済の冷え込みということで、ほかに要望はあるかどう

かということで、今の現行の予算の中でとりあえず頑張っていただくのが基本ということで、

今回につきましては、そういった町内経済、特に商業関係の落ち込みが非常に厳しいという

ことで、即効性ということではやはり地域の商品券の発行が一番ということで、その中にお

いても、この商品券についてはサービス展開のみではなくて、飲食店、それから農協、漁協、

ガソリンスタンド、それから町内の資本のコンビニ、それから理容業とか美容業等々の町内

事業者全体で利用できて、経済の活性化が図れるようにということで、特にそういう業界全

体で商品券をフルに活用するということで、私どものほうもヒアリングの際はそのように商

工会のほうにお願いをいたした結果でございます。 

  それから、もう１点、稲取高原の観光施設整備工事の中の水道の分担金の42万円の内容で

すけれども、これは水道メーターの取りつけということで、40ミリを一応考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課参事。 

○総務課参事（竹内 茂君） それでは、稲取地区防災センターの建設事業費の関係でありま

すが、４億円というのは概算で平面図から出した金額で、大体そのぐらいに抑えたいという

ことで、その中にはその施設の中で使う備品等を含んで考えております。ただ、その中で防

災無線、今、この４階にあります同報無線、それから移動系の無線の設備移設については、

その中でできればというふうには思っておりますが、今後実際に設計した中で対応したいと

いうふうに考えております。 

  それと、電算システムの関係につきましては、昨年度企画の電算係のほうでバックアップ

のシステムを入れてありますので、それを今度新しい施設に持っていくという形で考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鈴木嘉久君） 小児予防接種、水ぼうそうについてですけれども、まず、

枠組みですけれども、定期接種で対象者は242名、10月１日現在で経過措置も含めまして５

歳までの子供が対象となっております。 

  それから、財源についてですけれども、今回の補正については税等を含めたものという形

で財源を設けてございます。 

  以上です。 
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○議長（鈴木 勉君） 建設産業課参事。 

○建設産業課参事（鈴木伸和君） 稲取高原の観光施設整備事業のほうになっておりますので、

私のほうから先ほどの水の関係についてちょっと説明させていただきます。 

  ツリーハウスのすぐ近くまで、当課が管理用に敷いてございます50ミリの町の水道管があ

りますが、そこから40ミリで分岐して親水広場、あるいは水飲みの水源として使用する計画

となっております。 

  運用方法ですけれども、水のたまる量が今、大体６立米弱の容量になっておりますけれど

も、そこを２時間ぐらいかけて入れかえられるような流量の設計をしております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） 先ほどの予防接種の財源の関係ですが、定期予防接種と

いうことで、市町が実施するということになりますので、一般財源ということで行うように

なります。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

  ５番、村木さん。 

○５番（村木 脩君） ちょっと２点ほどお聞きしたいんですけれども、21ページの児童福祉

費の下のほうで、児童環境づくりの推進委員報酬、この仕事の内容、そして児童というのは

どの辺を指しているのか、児童福祉法で言う18歳ぐらいまでを見ているのか。 

  そして、あとは35ページの教育費の教育総務費の中で、町学校教育環境整備事業、これは

何をなさるのか、その内容についてお聞きしたい。 

○議長（鈴木 勉君） 住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 児童環境づくり推進委員会でやる事業につきましては、先

ほど総務課長のほうからお話がありましたけれども、27年度からスタートする子ども・子育

て支援新制度の前段である当町の子ども・子育て支援事業計画の策定に当たりまして、児童

環境づくり推進委員のメンバーで幅広い意見をいただいた中で、よりよい計画をつくってい

きたいということでございますけれども、児童、委員会のメンバーということでよろしいで

しょうか。 

（「その内容。どういった……。その環境づくりをするんだろうから、

どんな……」の声あり） 
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○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５６分 

 

再開 午後 ３時５７分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  住民福祉課参事。 

○住民福祉課参事（齋藤 匠君） 失礼いたしました。 

  子ども・子育て支援法に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡

充や質の向上を進めていく新制度が27年度から始まるということでございます。その中で、

昨年度ニーズ調査等を行いまして、利用の見込み等をいただいた中で計画に反映していく中

で、児童環境づくり推進委員会のメンバーで検討していくということでございます。 

  それから、児童につきましては、小学校前の幼保の関係が対象になるというふうに考えて

おります。 

○議長（鈴木 勉君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） 町学校環境整備の委員会の立ち上げということで、当

町も急速に少子化が進んでいるわけなんですけれども、５年後、10年先を見ますと、そこが

さらに減っていく、その中で今は２クラスだとか２学級というような状態でありますけれど

も、それが１学級になる、それが毎年続いていくというような現状が５年後、10年後に起こ

り得るわけなんですけれども、その中で学校、幼小中学校のあり方などについて、そろそろ

お話し合いをしていく必要があるということで、委員会の立ち上げを考えております。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ５番、村木さん。 

○５番（村木 脩君） 大体内容的にはわかりますけれども、何か21ページのほうの児童環境

づくり、これも何か就学前とか何かつけないと…… 

○議長（鈴木 勉君） 村木さん、すみません、もう少しマイクを使っていただけませんか。 

○５番（村木 脩君） 漠然とし過ぎているなという感じもするんですけれども、その辺で何

の事業かちょっと見た目にはわからないというような感じがします。 

  そして、学校教育のほうも当然統廃合ですとかいろいろな問題、あとはどういうふうに内
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容充実をさせていくのか、そこいらはこれからの課題であろうと、今、そういった中で小中

一貫教育とか浜松のほうでやっているような、そういう全体的な中で質を落とさない議論を

していただきたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 答弁はよろしいですか。 

○５番（村木 脩君） いいです。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございませんか。 

  ２番、内山さん。 

○２番（内山愼一君） 私は29ページの観光費の中の観光振興事業委託費、これは私のほうの

委員会でないものですから、先ほど総務課長が説明したときには、観光の計画を立ててと言

いましたけれども、従来、二、三年前には観光の計画策定ということがあったと思うんです。

それで、今度の場合は、どこを対象にどういうものをつくるのかどうか、その辺をちょっと

教えていただけますか。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 観光商工課長。 

○観光商工課長（梅原裕一君） 観光振興事業委託料200万円の内容につきまして御説明させ

ていただきます。 

  昨年の３月に町の観光振興計画を策定いたしまして、現在その具現化に向けて取り組んで

おりますけれども、その方策として、専門家を入れてまちづくりの視点で観光推進プロジェ

クトとして組織を立ち上げて、観光関連業者だけでなく、農業者ですとか漁業者等の異業者

も入っていただきまして、観光振興計画を具体的にどのように推進していくかということで、

その辺を考えていくということです。 

  内容としましては、観光振興計画実現に向けてのコンサルティングの業務、それから大学

生の具体的にゼミ合宿の誘致のプロモーション、それから雛のつるし飾りまつりの支援業務、

それから来年の平成27年度以降の事業計画の支援業務というふうに、その中に大学の教授で

すとか研究員、それから大手の鉄道会社、スポーツ業界の関係紙のそういった人たちも人材

をフルに活用して、取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

  これについては、熱海市、それから伊東市も今、観光プロモーションでそういった業者を

入れて取り組んでいるということで、特にこれ稲取地区を今回中心に考えておりまして、熱

川は現在、工学院大学が入っておりますので、そんな形でスピード感、それから実行力を持

っていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 
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○議長（鈴木 勉君） ２番、内山さん。 

○２番（内山愼一君） 今の説明で十分わかりました。特に稲取地区ということで、やってい

ただくということで、私もそういうようなものをやっていかないと、せっかくつくった昨年

の計画が具現化していかないというようなことがあったものですから、十分頑張ってお願い

いたします。よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ございますか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 反対討論をさせていただきます。 

  唯一やっぱり町長、評価すべき点もあるというふうに私は思っておりますが、私は稲取高

原のやつはこれはやっぱりあそこには向かないと、これはやっぱり私は見直してほしいし、

やめてほしいなという考えでございます。 

  あと、若干の期待をさせていただきたいのは、やっぱりプレミアム商品券の問題も、期待

というか要望しておきたいのは、ただそれでお客さんを待っているだけではなくて、やっぱ

りいわゆる若者たちがいるバルなんかもそうなんだけれども、やっぱりそのとき来てもらう

お客さんにやっぱりアピールするような姿勢を持っていただかないと、ただ券をもって人が

来るのを待っていると、お客さんが来ないのに、お客さんがこれでちょっと客足が伸びるの

ではないかというような、町だけではなくて積極的に自分の店の商売に対する姿勢をアピー

ルしてほしいなと。そうしませんと、やっぱり今回のこの事業も一過性で終わってしまうの

ではないかという点がございます。 

  この点をぜひお願いしたいということと、何回も町長と全協でこの稲取地区の防災センタ

ーのことを話し合って、いろいろ事情はあることは存じますけれども、ぜひ箱物にならずに

有効な活用が図られるということが極めて大事ですので、そういう点も考慮していただいて、

やっていただきたいし、今後大きく事業費がさらに伸びるというふうなことがないようにお

願いをしたいなと、この点はお願いとしておきます。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 次に、本案に賛成者の発言を許します。 

  賛成者ございませんか。 
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  ７番、栗田さん。 

○７番（栗田成一君） 今、それぞれ反対の方の意見を聞いたんだけれども、いずれにいたし

ましても、観光政策というのはしかれていないとならないというような気がいたします。そ

ういう意味からいうと、皆さん、そういうものについては十分配慮されていると思いますの

で、私は賛成したいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これで討論を終結いたします。 

  これより議案第28号 平成26年度東伊豆町一般会計補正予算（第４号）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（鈴木 勉君） 起立多数です。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第５ 議案第２９号 平成２６年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第５ 議案第29号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

  町長より、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程された議案第29号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に4,583万6,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ22億36万9,000円とするものであります。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では平成25年度の療養給付費交付金の確定に伴う精算交

付と前年度繰越金の増額補正をいたします。 

  歳出につきましては、繰越金の一部を一般被保険者療養給付費の補塡と平成25年度の国庫
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負担金の精算による過年度返還金の増額補正をするものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第29号 平成26年度東伊豆町

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,583万6,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億36万9,000円といたします。 

  第２項 歳入歳出予算の補正の款項区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ４款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、１目療養給付費交付金、補正前の額に

2,032万4,000円を追加し、１億630万8,000円といたします。１節現年度分、細説１退職被保

険者等療養給付費交付金123万9,000円と細説２退職被保険者等後期高齢者支援金交付金37万

6,000円の減は、交付決定に伴う減額です。２節過年度分、細説１退職被保険者等療養給付

費過年度精算分2,193万9,000円の増は、平成25年度の退職被保険者等療養給付費交付金の実

績に伴う精算交付金です。 

  ５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金、１目前期高齢者交付金、補正前の額から

2,324万円を減額し、５億5,289万7,000円といたします。１節現年度分、細説１前期高齢者

交付金2,324万円の減は、交付確定に伴う減額です。 

  10款繰越金、１項繰越金、２目その他の繰越金、補正前の額に4,875万2,000円を追加し、

4,875万3,000円といたします。１節その他の繰越金、細説１その他の繰越金4,875万2,000円

の増は、平成25年度の決算見込みで実質収支額が4,875万2,477円となる見込みですので、全

額平成26年度に繰越措置をするものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 
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  ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、補正前の額に2,333万

5,000円を追加し、11億6,466万7,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細説１

一般被保険者療養給付費保険者負担金2,333万5,000円の増は、実績に伴う増額であります。 

  ６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付金、補正前の額から205万1,000円を減額

し、１億3,723万9,000円といたします。19節負担金補助及び交付金、細説１介護納付金205

万1,000円の減は、確定に伴う減額でございます。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正前の額に2,446万6,000円を

追加し、2,447万1,000円といたします。23節償還金利子及び割引料、細説１一般被保険者国

庫支出金精算還付金2,446万6,000円の増は、平成25年度の療養給付費負担金の確定に伴う精

算返還金であります。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の金額21億5,453万3,000円に4,583万

6,000円を追加いたしまして、22億36万9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の金額21億5,453万3,000円に4,583万6,000円を追加いたしまし

て、22億36万9,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源はその他で291万6,000円の減、一般財源で

4,875万2,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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29号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を採

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（鈴木 勉君） 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３０号 平成２６年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第６ 議案第30号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

  町長より、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第30号 平成26年度東伊豆町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に54万3,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１億4,589万円とするものであります。 

  内容を申し上げますと、平成25年度決算において、実質収支額が54万2,300円となります

ので、繰越金の補正措置をするものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第30号 平成26年度東伊豆町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

によります。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ54万3,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億4,589万円といたします。 

  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。 
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  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の内容について説明いたします。 

  ５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正前の額に54万3,000円を追加し、54万4,000円

といたします。１節繰越金、細説１繰越金54万3,000円の増は、平成25年度の決算見込みで

実質収支額が54万2,300円となる見込みですので、全額平成26年度に繰越措置をするもので

ございます。 

  恐れ入りますが、７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の内容について説明いたします。 

  １款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢

者医療広域連合納付金、補正前の額に54万3,000円を追加し、１億4,546万9,000円といたし

ます。19節負担金補助及び交付金、細説１後期高齢者医療広域連合納付金54万3,000円の増

は、平成26年度に繰り越した分を後期高齢者医療広域連合に納付し、精算するものでありま

す。 

  ３ページ、４ページにお戻りください。 

  ただいま説明いたしました内容を歳入歳出補正予算事項別明細書に総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の金額１億4,534万7,000円に54万3,000

円を追加いたしまして、１億4,589万円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の金額１億4,534万7,000円に54万3,000円を追加いたしまして、

１億4,589万円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源で54万3,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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30号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

採決します。 
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  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。 

 

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

 

◎会議時間の延長 

○議長（鈴木 勉君） お諮りをいたします。本日の会議時間は議事の都合により、あらかじ

め延長したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決し

ました。 

  会議時間を延長いたします。 

 

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

 

◎日程第７ 議案第３１号 平成２６年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第７ 議案第31号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

  町長から、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第31号 平成26年度東伊豆町介護保険特

別会計補正予算（第１号）について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に3,663万8,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ13億893万9,000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、介護保険給付費準備基金繰入金の基金取り崩しの

減額補正と前年度繰越金の増額補正をいたします。 

  歳出につきましては、繰越金の一部を基金に積み立てし、平成25年度の精算による一般会
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計繰入金等の過年度返還金の増額補正をするものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（鈴木秀人君） ただいま提案されました議案第31号 平成26年度東伊豆町

介護保険特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 

  平成26年度東伊豆町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところにより

ます。 

  （歳入歳出予定の補正） 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,663万8,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億893万9,000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ページと６ページをお開きください。 

  歳入の主な内容について説明いたします。 

  ５款支払基金交付金、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202万

6,000円を追加し、３億5,754万3,000円といたします。２節過年度分交付金、細説１介護給

付費過年度精算分交付金202万6,000円の増は、平成25年度支払基金の精算を行い、不足分の

追加交付を受けるものでございます。 

  ８款繰入金、２項基金繰入金、１目介護保険給付費準備基金繰入金、補正前の額から

1,161万円を減額いたします。１節介護保険給付費準備基金繰入金、細説１介護保険給付費

準備基金繰入金1,161万円の減は、繰越金により前年度の介護給付費等に係る国県町支払基

金の精算を行い、さらにその残額を基金繰入金に繰り戻し措置をいたすものでございます。 

  ９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正前の額に4,622万2,000円を追加し、4,822万

2,000円といたします。１節繰越金、細説１前年度繰越金4,622万2,000円の増は、平成25年

度の歳入歳出を精算した結果4,822万2,921円の繰越金となり、当初予算計上分の200万円を

差し引いた金額を計上するものでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の主な内容について説明いたします。 

  ４款基金積立金、１項基金積立金、１目介護保険給付費準備基金積立金、補正前の額に
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2,572万8,000円を追加し、2,572万9,000円といたします。25節積立金、細説１介護保険給付

費準備基金積立金2,572万8,000円の増は、繰越金4,622万2,000円に支払基金の過年度分交付

金202万6,000円を加えた合算額から、国庫支出金等の過年度分返還金1,091万円を差し引く

とともに、介護保険給付費準備基金繰入金1,161万円を繰り戻し措置した残額を基金に積み

立てるものでございます。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、補正額1,091万円を追加いたし

ます。23節償還金利子及び割引料1,091万円の内容は、平成25年度の介護給付費地域支援事

業及び事務費の確定に伴い精算するもので、介護給付費につきましては、細説に国庫介護給

付費負担金過年度分返還金324万円、細説３県介護給付費負担金過年度分返還金41万2,000円、

細説５一般会計介護給付費繰入金過年度分返還金515万4,000円を精算し、返還をいたします。 

  地域支援事業につきましては、細説６国庫地域支援事業交付金過年度分返還金60万4,000

円、細説７県地域支援事業交付金過年度分返還金30万2,000円、細説９一般会計地域支援事

業繰入金過年度分返還金25万2,000円を精算し、それぞれ返還いたします。 

  事務費につきましては、細説10一般被保険者事務費繰入金過年度分返還金86万9,000円を

精算し、返還をいたします。 

  ３ページ、４ページへお戻りください。 

  ただいま説明を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ございます。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額12億7,230万1,000円に3,663万8,000

円を追加いたしまして13億893万9,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額12億7,230万1,000円に3,663万8,000円を追加いたしまして

13億893万9,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、一般財源で3,663万8,000円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 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31号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計補正予算（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（鈴木 勉君） 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３２号 平成２６年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１

号） 

○議長（鈴木 勉君） 日程第８ 議案第32号 平成26年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

  町長より、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました議案第32号 平成26年度東伊豆町水道事業会

計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、予算第３条に定めた収益的支出の予定額から182万9,000円を減額し、

総額４億3,961万7,000円といたします。 

  主な内容につきましては、人事異動による人件費などの差額分を調整するものでございま

す。 

  また、予算第４条に定めた資本的支出の予定額に256万8,000円を追加し、総額２億3,295

万9,000円といたします。県代行事業の追加工事に伴う配水管の布設がえを行うものでござ

います。 

  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（鈴木 勉君） 水道課長。 

○水道課長（山口 誠君） ただいま提案されました議案第32号 平成26年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第１号）について御説明いたします。 

  （総則） 
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  第１条 平成26年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

ります。 

  （収益的収入及び支出） 

  第２条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  支出第１款水道事業費用、既決予定額４億4,144万6,000円から182万9,000円を減額し、４

億3,961万7,000円といたします。第１項営業費用、既決予定額３億9,261万4,000円から182

万9,000円を減額し、３億9,078万5,000円といたします。 

  （資本的収入及び支出） 

  第３条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２億

3,039万1,000円を２億3,295万9,000円に、過年度分損益勘定留保資金２億3,039万1,000円を

２億3,295万9,000円に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

  支出、第１款資本的支出既決予定額２億3,039万1,000円に256万8,000円を追加し、２億

3,295万9,000円といたします。 

  第１項建設改良費、既決予定額１億4,256万1,000円に256万8,000円を追加し、１億4,512

万9,000円といたします。 

  ２ページをごらんください。 

  （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４条 予算第６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１億9万3,000円から202万7,000円を減額し、9,806万

6,000円といたします。 

  （たな卸資産の購入限度額） 

  第５条 予算第７条中「77万5,000円」を「138万8,000円」に改めます。 

  恐れ入りますが、８ページをお開きください。 

  参考資料により、主な補正内容を御説明いたします。 

  まず、収益的支出ですが、１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費、２目

配水及び給水費及び５目総係費の１節給料、２節手当、３節賞与引当金繰入額、５節法定福

利費及び６節法定福利費引当金繰入額のそれぞれの増減額につきましては、人事異動による

人件費や負担金などの差額分を調整するものであります。 

  次に、資本的支出ですが、１款資本的支出、１項建設改良費、２目簡易水道施設整備費、

39節工事請負費200万円の増額につきましては、県代行事業町道湯ケ岡赤川線の追加工事に
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伴い、既設配水管の布設がえを行うものであります。 

  ４目固定資産購入費、１節量水器購入費56万8,000円の増額につきましては、既設量水器

の不良交換を追加するものであります。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） ちょっと行政報告で水道料金審議会のことを言っていたと思うんで

すけれども、経費上はどういうふうになっているのかなということと、町長のお考えでは、

水道料金審議会についてどういう内容で、またどういう形で御審議いただくというお考えで

あるのか、その概略をお伺いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 簡潔に思いますのは、決算か何かでやってもらえれば大変ありがたい

と思いますが、ある程度内容を言います。 

  まず、審議会につきましては、議会のほうからも投げかけられております。それは当然真

摯に受けとめた中で、そういうこともよく、ただ水道料金だけではなく、現状を説明したり

することは、議会からも投げかけられました。これは当然やっていきたいと考えております

し、いろんなことを提案された中で取り入れるものは取り入れていきたい、そういう考えで、

水道料金だけではございません。現状の水道の持っている問題等、いろんなことを説明して

いきたい。そういう中で水道料金等も含めた中でやっていきたい、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。 

  あと、予算的なものはちょっと担当のほうから説明いたさせます。 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 14番さん、よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） はい。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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） 
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○議長（鈴木 勉君） 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32号 平成26年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号）を採決します。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第 ９ 報告第１号 平成２５年度東伊豆町健全化判断比率の報告について 

◎日程第１０ 報告第２号 平成２５年度東伊豆町資金不足比率の報告について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第９ 報告第１号 平成25年度東伊豆町健全化判断比率の報告に

ついて及び日程第10 報告第２号 平成25年度東伊豆町資金不足比率の報告についてを一括

議題といたします。 

  町長より順次、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） ただいま上程されました報告第１号 平成25年度東伊豆町健全化判断

比率及び報告第２号 平成25年度東伊豆町資金不足比率の報告について、提案理由を申し上

げます。 

  本案につきましては、平成25年度決算における東伊豆町の健全化判断比率及び資金不足比

率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、東伊豆町監査委員の審査に付し、その

意見をつけて議会に報告するものであります。 

  内容につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（鈴木 勉君） 総務課長。 

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君） ただいま提案されました報告第１号 平成25年度東伊豆

町健全化判断比率、報告第２号 平成25年度東伊豆町資金不足比率の報告について御説明さ

せていただきます。 

  今回、報告をいたします健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に
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関する法律第３条第１項の規定に基づくものであり、また資金不足比率につきましては、同

法第22条第１項の規定に基づき、それぞれ監査委員の審査に付し、その意見をつけて平成25

年度決算における各比率を報告するものであります。 

  それでは最初に、平成25年度決算における当町の健全化判断比率について御説明をいたし

ます。 

  健全化判断比率につきましては、４つの判断比率がございます。 

  １つ目の実質赤字比率は、一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率となって

おり、財政健全化法で規定する一般会計等には、当町の場合一般会計のみが対象となり、実

質収支額が黒字となっており、赤字額がないため記載してございません。財政健全化計画策

定の基準となります早期健全化基準は、標準財政規模に応じて算定され、当町では15％とな

ります。 

  ２つ目の連結実質赤字比率は、当町の全ての会計の赤字額と黒字額を合算した連結赤字額

の標準財政規模に対する比率となっておりまして、全会計の会計が黒字となっており、連結

赤字額がないため、こちらも記載してございません。早期健全化基準は、実質赤字比率にお

ける早期健全化基準に５％を加えた20％であります。 

  ３つ目の実質公債費比率は7.8％であります。実質公債費比率は、一般会計等が負担する

元利償還金や元利償還に準じた支出の基準財政規模に対する比率となっており、算定におき

ましては、償還に充当することができる財源や基準財政需要額算入分を差し引いて算出して

おります。早期健全化基準は25％と定められております。 

  ４つ目の将来負担比率は61.4％であります。将来負担比率は、一般会計等の地方債や将来

支払っていく可能性のある負担金の標準財政規模に対する比率となっており、算定におきま

しては、将来負担額から負債の償還に充てることができる基金や基準財政需要額算入分を差

し引いて算出しており、早期健全化基準は350％と定められております。この将来負担比率

につきましては、前年対比7.1％の増となっており、後年度負担が増したということになり

ます。震災以降、整備に力を注いでいる防災対策を初めとした起債の新規発行額の増加が主

な要因でございます。 

  健全化判断比率につきましては、平成25年度決算におきましても、全ての比率が早期健全

化基準を下回る結果となりました。 

  次に、平成25年度決算における当町の資金不足比率について御説明いたします。 

  資金不足比率は、資金の不足額の事業の規模に対する比率となっており、公営企業会計ご
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とに算出することとなっております。当町におきましては、水道事業特別会計（法適用企

業）と風力発電事業特別会計（法非適用企業）が対象となります。平成25年度決算におきま

しては、２会計ともに資金不足がないため比率は記載されておりません。 

  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（鈴木 勉君） これより一括質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  以上で、報告を終わります。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日は、これにて散会します。 

  長い時間にわたり、御苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ４時４０分 
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平成２６年第３回東伊豆町議会定例会会議録 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成26年東伊豆町議会第３回定例会第６日目は成立しましたので、開会いたしま

す。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第３３号 平成２５年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

◎日程第２ 議案第３４号 平成２５年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第３ 議案第３５号 平成２５年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第４ 議案第３６号 平成２５年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

◎日程第５ 議案第３７号 平成２５年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第６ 議案第３８号 平成２５年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第７ 議案第３９号 平成２５年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案第33号 平成25年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認

定についてから日程第７ 議案第39号 平成25年度東伊豆町水道事業会計決算認定について

まで、以上７件を一括議題といたします。 

  町長から順次、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） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第33号 平成25年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額55億4,098万円に対しまして、歳入は調定額60億6,968万4,305円、収入済額55億

9,761万5,799円、不納欠損額１億8,848万4,975円、収入未済額２億8,358万3,531円となり、

調停額に対する収納率は92.2％、予算現額に対して101.0％であります。 

  歳出につきましては、支出済額53億9,047万3,408円、繰越明許費6,425万5,000円で、予算

現額に対する執行率は98.4％となっており、歳入歳出差し引き残額は２億714万2,391円とな

り、翌年度へ繰り越すべき財源2,788万円を差し引いた実質収支額は、１億7,926万2,391円

となりました。この実質収支額のうち、地方自治法第233条の２の規定による財政調整基金

への積み立てには１億4,900万円を措置いたしましたので、翌年度への繰越金は3,026万

2,391円となりました。 

  国では、経済の基調判断として景気は緩やかな回復基調が続いており、消費税率引き上げ

に伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつあると示しておりますが、基幹産業である観光業の

不振、総所得の落ち込み等により地域経済は依然として厳しく、収入の根幹をなす町税にお

いても厳しい状況が続いております。本年度も引き続き、県職員の短期派遣事業を実施し、

町と県との連携を図り、収入未済額の圧縮、さらには滞納整理機構への移管等により、さら

なる収納率の向上を図ってまいります。 

  次に、議案第34号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額22億9,613万5,000円に対しまして、歳入は調定額25億6,017万6,697円、収入済額

22億9,954万6,975円となり、調定額に対する収納率は89.8％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額22億5,079万4,498円で、執行率は98.0％であります。歳入

歳出差し引き残額は4,875万2,477円となりました。 

  続きまして、議案第35号 平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定
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について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額１億4,226万9,000円に対しまして、歳入は調定額１億3,926万6,771円、収入済額

１億3,521万8,571円となり、調定額に対する収納率は97.1％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額１億3,467万6,271円で、その執行率は94.7％であります。

歳入歳出差し引き残額は54万2,300円であります。 

  次に、議案第36号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出

決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額12億337万4,000円に対しまして、歳入は調定額12億3,746万9,453円、収入済額は

12億758万7,753円で、不納欠損額は292万1,900円、収入未済額は2,695万9,800円となりまし

た。調定額に対する収納率は97.6％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額11億5,936万4,832円で、予算現額に対する執行率は96.3％

となっております。歳入歳出差し引き残額は4,822万2,921円となりました。 

  次に、議案第37号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額121万円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに121万449円となり、調

定額に対する収納率は100％でございます。 

  歳出につきましては、支出済額97万6,000円で、執行率は80.7％であります。歳入歳出差

し引き残額は23万4,449円となります。 

  次に、議案第38号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  予算現額１億1,625万6,000円に対しまして、歳入は調定額及び収入済額ともに１億1,496
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万8,797円でございます。 

  歳出につきましては、支出済額１億1,320万6,542円、予算現額に対する執行率は97.4％と

なっております。歳入歳出差し引き残額は176万2,255円となりました。 

  引き続きまして、水道事業会計について申し上げます。 

  議案第39号 平成25年度東伊豆町水道事業会計決算認定について。 

  地方公営企業法第30条第４項の規定により、平成25年度東伊豆町水道事業会計決算を別紙

監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  決算概要を申し上げます。 

  収益的収入の状況でありますが、給水人口の減少や観光宿泊客数の落ち込みにより使用水

量が大幅に減少したことから、水道事業収益の決算額は４億329万7,955円で、前年度に比べ

6.4％の減となりました。 

  収益的支出につきましては、動力費を初めとする費用負担が増加したため、水道事業費用

の決算額は４億2,859万7,541円で、前年度に比べて1.4％の増となりました。 

  また、資本的支出における建設改良費の決算額は１億1,876万980円で、前年度に比べ

23.9％の減となりました。 

  事業損益につきましては、料金収入の減収により純損失が3,095万999円となり、事業運営

は一段と厳しい状況になっております。 

  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（鈴木 勉君） 会計管理者に決算概要の説明を求めます。 

  会計管理者。 

（会計課長兼会計管理者 鈴木敏之君登壇） 

○会計課長兼会計管理者（鈴木敏之君） ただいま提案されました議案第33号 平成25年度東

伊豆町一般会計歳入歳出決算から議案第38号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳

入歳出決算まで、順次御説明させていただきます。 

  なお、説明につきましては、お手元にお届けしてございます主要施策の成果説明書に詳細

が記されておりますので、ここにおきましては、決算書の款項のみの朗読をもちまして御説

明とさせていただきます。各会計とも歳入につきましては、款、項、収入済額、不納欠損額、

収入未済額、歳出につきましては、款、項、支出済額、翌年度繰越額、不用額の順に朗読さ

せていただきますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 
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  初めに、議案第33号 平成25年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算につきまして御説明申し

上げます。 

  それでは、一般会計歳入歳出決算書の１ページ及び２ページをお開きください。 

  まず、歳入でございますが、１款町税20億5,381万2,950円、１億8,848万4,975円、２億

8,339万9,291円。 

  １項町民税５億2,245万1,489円、940万5,543円、5,033万3,740円。 

  ２項固定資産税12億4,950万2,625円、１億7,863万6,602円、２億2,283万6,067円。 

  ３項軽自動車税2,664万7,766円、34万5,700円、172万34円。 

  ４項町たばこ税１億3,267万7,750円、ゼロ、ゼロ。 

  ５項特別土地保有税ゼロ、ゼロ、660万3,700円。 

  ６項入湯税１億2,253万3,320円、９万7,130円、190万5,750円。 

  ２款地方譲与税5,138万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  １項自動車重量譲与税3,568万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項地方揮発油譲与税1,569万8,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項地方道路譲与税ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３款利子割交付金、１項利子割交付金292万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款配当割交付金、１項配当割交付金476万3,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲渡所得割交付金830万3,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金１億4,297万6,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利用税交付金1,911万9,800円、ゼロ、ゼロ。 

  ９款自動車取得税交付金、１項自動車取得税交付金1,917万円、ゼロ、ゼロ。 

  10款地方特例交付金、１項減収補てん特例交付金293万円、ゼロ、ゼロ。 

  11款地方交付税、１項地方交付税10億2,533万8,000円、ゼロ、ゼロ。 

  12款交通安全対策特別交付金、１項交通安全対策特別交付金118万9,000円、ゼロ、ゼロ。 

  13款分担金及び負担金、１項負担金2,963万9,008円、ゼロ、ゼロ。 

  ３ページ、４ページをお開きください。 

  14款使用料及び手数料4,751万2,180円、ゼロ、18万4,240円。 

  １項使用料3,720万7,380円、ゼロ、18万4,240円。 

  ２項手数料1,030万4,800円、ゼロ、ゼロ。 

  15款国庫支出金５億7,033万3,620円、ゼロ、ゼロ。 
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  １項国庫負担金２億3,319万4,896円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金３億2,532万1,314円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項委託金1,181万7,410円、ゼロ、ゼロ。 

  16款県支出金５億8,321万8,877円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県負担金１億6,123万8,933円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県補助金３億8,249万3,689円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項委託金3,948万6,255円、ゼロ、ゼロ。 

  17款財産収入6,964万5,143円、ゼロ、ゼロ。 

  １項財産運用収入6,769万4,468円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項財産売払収入195万675円、ゼロ、ゼロ。 

  18款寄付金、１項寄付金1,453万1,779円、ゼロ、ゼロ。 

  19款繰入金１億8,846万2,965円、ゼロ、ゼロ。 

  １項財産区繰入金５万7,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項特別会計繰入金2,035万965円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項基金繰入金１億6,805万5,000円、ゼロ、ゼロ。 

  20款繰越金、１項繰越金3,913万9,503円、ゼロ、ゼロ。 

  21款諸収入7,568万974円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料370万7,338円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項町預金利子2,061円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項貸付金元利収入169万4,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ４項雑入6,999万3,513円、ゼロ、ゼロ。 

  ５項収益事業収入28万4,062円、ゼロ、ゼロ。 

  22款町債、１項町債６億4,754万円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額55億4,098万円、調定額60億6,968万4,305円、収入済額55億9,761万

5,799円、不納欠損額１億8,848万4,975円、収入未済額２億8,358万3,531円、予算現額と収

入済額との比較5,663万5,799円でございます。 

  次に、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款議会費、１項議会費7,245万4,412円、ゼロ、67万2,588円。 

  ２款総務費９億1,335万6,879円、ゼロ、1,947万8,121円。 
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  １項総務管理費７億4,983万5,818円、ゼロ、1,109万3,182円。 

  ２項徴税費9,885万3,342円、ゼロ、199万8,658円。 

  ３項戸籍住民基本台帳費3,549万6,300円、ゼロ、14万4,700円。 

  ４項選挙費2,071万8,252円、ゼロ、599万2,748円。 

  ５項統計調査費755万1,067円、ゼロ、５万8,933円。 

  ６項監査委員費90万2,100円、ゼロ、18万9,900円。 

  ３款民生費12億1,919万2,881円、367万5,000円、2,280万3,119円。 

  １項社会福祉費９億1,239万7,731円、ゼロ、1,673万6,269円。 

  ２項児童福祉費３億262万6,348円、367万5,000円、595万2,652円。 

  ３項国民年金事務取扱費416万8,802円、ゼロ、１万4,198円。 

  ４項災害救助費ゼロ、ゼロ、10万円。 

  ４款衛生費６億9,809万8,913円、1,600万円、483万7,087円。 

  １項保健衛生費２億2,810万9,094円、ゼロ、411万906円。 

  ２項清掃費４億6,998万9,819円、1,600万円、72万6,181円。 

  ５款農林水産業費１億5,513万2,193円、2,380万円、382万3,807円。 

  １項農業費8,893万8,707円、ゼロ、187万4,293円。 

  ２項林業費4,735万2,167円、2,380万円、106万1,833円。 

  ３項水産業費1,884万1,319円、ゼロ、88万7,681円。 

  ６款商工費、１項商工費３億3,577万3,346円、ゼロ、147万654円。 

  ７款土木費１億8,284万568円、ゼロ、451万7,432円。 

  １項土木管理費2,889万5,788円、ゼロ、13万3,212円。 

  ２項道路橋りょう費１億2,222万7,879円、ゼロ、311万6,121円。 

  ３項河川費546万130円、ゼロ、29万3,870円。 

  ４項都市計画費2,052万9,729円、ゼロ、89万2,271円。 

  ５項住宅費572万7,042円、ゼロ、８万1,958円。 

  ８款消防費、１項消防費９億870万2,343円、2,078万円、1,479万657円。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  ９款教育費４億1,265万3,120円、ゼロ、911万880円。 

  １項教育総務費１億444万8,958円、ゼロ、74万9,042円。 

  ２項小学校費5,051万5,974円、ゼロ、149万9,026円。 
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  ３項中学校費3,728万944円、ゼロ、82万6,056円。 

  ４項幼稚園費１億581万5,544円、ゼロ、42万3,456円。 

  ５項社会教育費3,286万6,393円、ゼロ、91万1,607円。 

  ６項保健体育費8,003万1,307円、ゼロ、164万2,693円。 

  ７項育英奨学費169万4,000円、ゼロ、305万9,000円。 

  10款災害復旧費2,167万1,760円、ゼロ、171万1,240円。 

  １項農林水産業施設災害復旧費1,460万6,710円、ゼロ、165万7,290円。 

  ２項公共土木施設災害復旧費640万3,550円、ゼロ、３万2,450円。 

  ３項文教施設災害復旧費66万1,500円、ゼロ、２万1,500円。 

  11款公債費、１項公債費４億7,059万6,993円、ゼロ、176万8,007円。 

  12款予備費、１項予備費ゼロ、ゼロ、126万8,000円。 

  歳出合計予算現額55億4,098万円、支出済額53億9,047万3,408円、翌年度繰越額6,425万

5,000円、不用額8,625万1,592円、予算現額と支出済額との比較１億5,050万6,592円となっ

た内容でございます。 

  歳入歳出差し引き残額２億714万2,391円、うち基金繰入額１億4,900万円でございます。

この繰入額につきましては、地方自治法並びに東伊豆町財政調整基金条例第２条第２号の規

定に基づきまして措置した内容でございます。 

  続きまして、179ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書についてですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額55億9,761万5,000円、２、歳出総額53億9,047万3,000円、３、歳入歳出差し

引き額２億714万2,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源（１）継続費逓次繰越額400万円、

（２）繰越明許費繰越額2,388万円、計2,788万円、５、実質収支額１億7,926万2,000円、６、

実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金１億4,900万円でございま

す。 

  次に、国民健康保険特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第34号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につきまして、御説

明申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款国民健康保険税、１項国民健康保険税４億9,935万1,548円、4,122万8,429円、２億

1,940万1,293円。 
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  ２款使用料及び手数料、１項手数料41万1,600円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款国庫支出金４億6,407万6,966円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金３億5,953万6,966円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金１億454万円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金１億827万6,042円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金６億319万3,186円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款県支出金１億2,115万4,297円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県補助金１億774万617円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県負担金1,341万3,680円、ゼロ、ゼロ。 

  ７款共同事業交付金、１項共同事業交付金２億6,221万5,700円、ゼロ、ゼロ。 

  ８款財産収入、１項財産運用収入ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ９款繰入金１億919万615円、ゼロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億919万615円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  10款繰越金、１項繰越金１億119万7,802円、ゼロ、ゼロ。 

  11款諸収入3,047万9,219円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料406万5,343円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ３項雑入2,641万3,876円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額22億9,613万5,000円、調定額25億6,017万6,697円、収入済額22億9,954

万6,975円、不納欠損額4,122万8,429円、収入未済額２億1,940万1,293円、予算現額と収入

済額との比較341万1,975円となった内容でございます。 

  次に、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款総務費815万3,036円、ゼロ、76万5,964円。 

  １項総務管理費615万9,504円、ゼロ、25万2,496円。 

  ２項徴税費178万1,481円、ゼロ、34万6,519円。 

  ３項運営協議会費13万2,440円、ゼロ、８万6,560円。 

  ４項趣旨普及費７万9,611円、ゼロ、８万389円。 

  ２款保険給付費13億9,962万4,615円、ゼロ、3,523万7,385円。 

  １項療養諸費12億3,593万957円、ゼロ、2,490万5,043円。 
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  ２項高額療養費１億5,505万718円、ゼロ、847万282円。 

  ３項移送費ゼロ、ゼロ、10万円。 

  ４項出産育児諸費714万2,940円、ゼロ、126万2,060円。 

  ５項葬祭諸費150万円、ゼロ、50万円。 

  ３款後期高齢者支援金、１項後期高齢者支援金３億189万6,706円、ゼロ、1,294円。 

  ４款前期高齢者納付金、１項前期高齢者納付金30万7,761円、ゼロ、1,239円。 

  ５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金１万1,904円、ゼロ、96円。 

  ６款介護納付金、１項介護納付金１億3,958万2,794円、ゼロ、319万206円。 

  ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金２億7,744万7,211円、ゼロ、2,789円。 

  ８款保健事業費1,597万5,420円、ゼロ、65万6,580円。 

  １項保健事業費464万4,689円、ゼロ、14万7,311円。 

  ２項特定健康診査等事業費1,133万731円、ゼロ、50万9,269円。 

  ９款基金積立金、１項基金積立金4,515万7,000円、ゼロ、2,000円。 

  10款公債費、１項公債費ゼロ、ゼロ、1,000円。 

  11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金6,263万8,051円、ゼロ、48万1,949円。 

  12款予備費。 

  ５ページ及び６ページをお開きください。 

  １項予備費ゼロ、ゼロ、500万円。 

  歳出合計予算現額22億9,613万5,000円、支出済額22億5,079万4,498円、翌年度繰越額ゼロ、

不用額4,534万502円、予算現額と支出済額との比較4,534万502円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額4,875万2,477円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして33ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書についてですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額22億9,954万6,000円、２、歳出総額22億5,079万4,000円、３、歳入歳出差し

引き額4,875万2,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額4,875万

2,000円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼロ円でご

ざいます。 

  以上、国民健康保険特別会計でした。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま会計管理者より決算概要の説明中ではございますが、この際、

10時20分まで休憩いたします。 
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  御苦労さまです。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時１６分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  引き続き、会計管理者より決算概要の説明を求めます。 

  会計管理者。 

（会計課長兼会計管理者 鈴木敏之君登壇） 

○会計課長兼会計管理者（鈴木敏之君） 議案第35号 平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算につきまして、御説明申し上げます。 

  後期高齢者特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  まず、歳入でございます。 

  １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料１億202万7,000円、80万2,700円、

324万5,500円。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料５万7,200円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款繰入金、１項一般会計繰入金3,148万6,645円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料22万6,800円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款繰越金、１項繰越金142万926円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額１億4,226万9,000円、調定額１億3,926万6,771円、収入済額１億3,521

万8,571円、不納欠損額80万2,700円、収入未済額324万5,500円、予算現額と収入済額との比

較△705万429円となった内容でございます。 

  次に、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金１

億3,453万7,945円、ゼロ、728万55円。 

  ２款諸支出金13万8,326円、ゼロ、31万2,674円。 

  １項償還金及び還付加算金５万4,200円、ゼロ、29万6,800円。 

  ２項繰出金８万4,126円、ゼロ、１万5,874円。 

  歳出合計予算現額１億4,226万9,000円、支出済額１億3,467万6,271円、翌年度繰越額ゼロ、
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不用額759万2,729円、予算現額と支出済額との比較759万2,729円となった内容でございます。 

  歳入歳出差し引き残額54万2,300円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして11ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書ですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額１億3,521万8,000円、２、歳出総額１億3,467万6,000円、３、歳入歳出差し

引き額54万2,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額54万2,000円、

６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼロ円でございます。 

  次に、介護保険特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第36号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算につきまして、御説明申

し上げます。 

  まず、歳入でございます 

  １款保険料、１項介護保険料２億4,805万2,800円、292万1,900円、2,695万9,800円。 

  ２款分担金及び負担金、１項負担金491万741円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款使用料及び手数料、１項手数料12万3,500円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款国庫支出金２億6,717万6,803円、ゼロ、ゼロ。 

  １項国庫負担金２億304万3,553円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項国庫補助金6,413万3,250円、ゼロ、ゼロ。 

  ５款支払基金交付金、１項支払基金交付金３億1,993万1,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ６款県支出金１億6,472万2,625円、ゼロ、ゼロ。 

  １項県負担金１億5,954万8,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項県補助金517万4,625円、ゼロ、ゼロ。 

  ３項財政安定化基金支出金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ７款財産収入、１項財産運用収入ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ８款繰入金１億6,770万8,000円、ゼロ、ゼロ。 

  １項一般会計繰入金１億5,983万9,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項基金繰入金786万9,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ９款繰越金、１項繰越金3,461万3,585円、ゼロ、ゼロ。 

  10款諸収入34万8,699円、ゼロ、ゼロ。 

  １項延滞金、加算金及び過料ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  ２項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 
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  ３項雑入34万8,699円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額12億337万4,000円、調定額12億3,746万9,453円、収入済額12億758万

7,753円、不納欠損額292万1,900円、収入未済額2,695万9,800円、予算現額と収入済額との

比較421万3,753円となった内容でございます。 

  次に、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出です。 

  １款総務費1,589万8,961円、ゼロ、73万1,039円。 

  １項総務管理費132万6,773円、ゼロ、10万1,227円。 

  ２項徴収費143万7,686円、ゼロ、１万6,314円。 

  ３項介護認定審査会費1,313万4,502円、ゼロ、61万3,498円。 

  ２款保険給付費11億473万1,642円、ゼロ、4,093万5,358円。 

  １項介護サービス等諸費10億1,354万4,784円、ゼロ、3,647万6,216円。 

  ２項介護予防サービス等諸費3,130万4,145円、ゼロ、217万5,855円。 

  ３項その他諸費69万6,940円、ゼロ、11万6,060円。 

  ４項高額介護サービス等費1,881万4,422円、ゼロ、47万7,578円。 

  ５項高額医療合算介護サービス等費239万6,056円、ゼロ、25万9,944円。 

  ６項特定入所者介護サービス等費3,797万5,295円、ゼロ、142万9,705円。 

  ３款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金ゼロ、ゼロ、1,000円。 

  ４款基金積立金、１項基金積立金ゼロ、ゼロ、1,000円。 

  ５款地域支援事業費2,670万8,993円、ゼロ、131万8,007円。 

  １項介護予防事業費554万5,370円、ゼロ、11万2,630円。 

  ２項包括的支援事業等費2,116万3,623円、ゼロ、120万5,377円。 

  ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金1,202万5,236円、ゼロ、２万2,764円。 

  ７款予備費、１項予備費ゼロ、ゼロ、100万円。 

  歳出合計予算現額12億337万4,000円、支出済額11億5,936万4,832円、翌年度繰越額ゼロ、

不用額4,400万9,168円、予算現額と支出済額との比較4,400万9,168円となった内容でござい

ます。 

  歳入歳出差し引き残額4,822万2,921円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして33ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書ですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 
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  １、歳入総額12億758万7,000円、２、歳出総額11億5,936万5,000円、３、歳入歳出差し引

き額4,822万2,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額4,822万2,000

円、６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼロ円でござい

ます。 

  次に、稲取財産区特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第37号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、御説明

申し上げます。 

  まず、歳入でございます。 

  １款財産収入、１項財産運用収入113万5,627円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款繰越金、１項繰越金７万4,822円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款諸収入、１項預金利子ゼロ、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額121万円、調定額121万449円、収入済額121万449円、不納欠損額ゼロ、

収入未済額ゼロ、予算現額と収入済額との比較449円となった内容でございます。 

  次に、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出ですが、１款管理会費、１項管理会委員会費91万9,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款諸支出金、１項繰出金５万7,000円、ゼロ、ゼロ。 

  ３款予備費、１項予備費ゼロ、ゼロ、23万4,000円。 

  歳出合計予算現額121万円、支出済額97万6,000円、翌年度繰越額ゼロ、不用額23万4,000

円、予算現額と支出済額との比較23万4,000円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額23万4,449円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして９ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書ですが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額121万円、２、歳出総額97万6,000円、３、歳入歳出差し引き額23万4,000円、

４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額23万4,000円、６、実質収支額のう

ち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼロ円でございます。 

  次に、風力発電事業特別会計の１ページ及び２ページをお開きください。 

  議案第38号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算につきまして、御説

明申し上げます。 

  まず、歳入ですが、１款財産収入、１項財産運用収入6,029円、ゼロ、ゼロ。 

  ２款繰入金、１項基金繰入金ゼロ、ゼロ、ゼロ。 
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  ３款繰越金、１項繰越金332万6,782円、ゼロ、ゼロ。 

  ４款諸収入１億1,163万5,986円、ゼロ、ゼロ。 

  １項収益事業収入6,951万6,786円、ゼロ、ゼロ。 

  ２項雑入4,211万9,200円、ゼロ、ゼロ。 

  歳入合計予算現額１億1,625万6,000円、調定額１億1,496万8,797円、収入済額１億1,496

万8,797円、不納欠損額ゼロ、収入未済額ゼロ、予算現額と収入済額との比較△128万7,203

円となった内容でございます。 

  次に、３ページ、４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  １款電気事業費7,281万5,726円、ゼロ、103万274円。 

  １項電気事業管理費２万5,000円、ゼロ、３万7,000円。 

  ２項風力発電事業費7,279万726円、ゼロ、99万3,274円。 

  ２款公債費、１項公債費2,449万2,808円、ゼロ、1,192円。 

  ３款諸支出金、１項繰出金1,589万8,008円、ゼロ、183万5,992円。 

  ４款予備費、１項予備費ゼロ、ゼロ、18万2,000円。 

  歳出合計予算現額１億1,625万6,000円、支出済額１億1,320万6,542円、翌年度繰越額ゼロ、

不用額304万9,458円、予算現額と支出済額との比較304万9,458円でございます。 

  歳入歳出差し引き残額176万2,255円、うち基金繰入額ゼロ円となった内容でございます。 

  続きまして11ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございますが、区分、金額の順に御説明申し上げます。 

  １、歳入総額１億1,496万9,000円、２、歳出総額１億1,320万7,000円、３、歳入歳出差し

引き額176万2,000円、４、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ円、５、実質収支額176万2,000円、

６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入金ゼロ円でございます。 

  以上で各会計の決算の概要説明とさせていただきます。 

  次に、別冊主要施策の成果説明書の中にとじてあります財産に関する調書について説明さ

せていただきます。 

  恐れ入りますが、主要施策の末尾にとじ込んでございます財産に関する調書の162ページ

をお開きください。平成25年度中に増減のあった項目につき、概要のみ説明させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

  １、公有財産の（ア）土地についてですが、決算年度中増減高の欄をごらんください。 
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  公共用財産の学校654平米の増は、熱川幼稚園用地として取得したものであります。同じ

くその他の施設705.23平米の増は、全て町道の寄付８筆の取得によるものとなっております。

内訳は、町道中央線の69.25平米を井原初雄さん、渡辺 穣さん・喜美江さんから、町道寺

ノ上線の630平米を三菱地所（株）、楠山節雄さんから、町道入谷天城１号線の5.98平米を

石原靖弘さんから寄付を受けました。 

  次に、山林の9.8平米の増は、稲取字カラ沢3011番81の町有地7.45平米を下田市河内170番

地の１、東海ヤジマ（株）所有の同3011番223のうち17.25平米と交換したものでございます。 

  雑種地の2,592平米の減につきましては、稲取字西馬道の町有地2,592平米を田町区町内会

所有の稲取3020番地の１、4,013平米と交換したものであります。 

  なお、この土地については交換後に、医療法人社団康心会に無償譲渡しております。 

  163ページをお開きください。 

  （イ）建物のその他の行政機関消防施設の木造27.37平米並びに非木造140.46平米の減は、

第２分団、第４分団器具置き場の取り壊しによるものであります。 

  次に、公共用財産その他の施設木造7.93平米の増は、八百比丘尼公園観光トイレの増築分、

非木造の999.42平米の増は、北川地区防災センター（243.35平米）、片瀬地区防災センター

（746.08平米）及び細野高原観光トイレ２号（9.99平米）の増築分であります。 

  164ページをお開きください。 

  （２）山林、立木の推定蓄積量の年度中増減高の欄をごらんください。 

  所有林の増につきましては、所有面積889.05ヘクタール分の成長率を50％にて換算し、

1,575立米としたものであります。 

  減分の1,780.07立米につきましては、森林整備加速化・林業再生事業で間伐、また、松く

い虫等駆除の伐倒で間伐した分で、決算年度末現在高は、９万6,091.27立米となりました。 

  分収林の539立米の増は、日本製紙、森林農地整備センターの植栽面積218.2ヘクタールの

成長率を50％にて推計したものであり、決算年度末現在高は３万9,422立米となりました。 

  165ページをお開きください。 

  （８）出資による権利ですが、一部事務組合下田メディカルセンター出資金が133万6,000

円の増となり、決算年度末現在高は471万7,000円となりました。 

  169ページをお開きください。 

  ４、基金でございますが、決算年度中増減高の増額は４億1,052万1,000円、減額は１億

7,592万4,000円となり、決算年度末現在高は10億9,514万1,000円となりました。 
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  このうち財政調整基金に平成24年度決算剰余金１億4,500万円と1,245万5,000円の、合わ

せて１億5,745万5,000円を基金に積み立て、財源補てんのため１億5,720万8,000円を取り崩

し、決算年度現在高は６億9,585万円となりました。 

  社会福祉基金168万7,000円の増は、寄付金138万7,000円とふるさと納税分30万円を積立措

置しました。決算年度末現在高は1,852万8,000円となっております。 

  教育振興基金の28万円の増は２件の寄付金を積立措置したものであり、決算年度末現在高

は1,886万3,000円となりました。 

  国民健康保険・保険給付等支払準備基金につきましては平成24年度決算剰余金から4,515

万7,000円を積み立て、決算年度末現在高は5,606万円となりました。 

  介護保険給付準備基金につきましては、介護保険特別会計へ繰り入れのため786万9,000円

を取り崩し、決算年度末現在高は8,391万7,000円となりました。 

  風力発電事業基金につきましては預金利子として6,000円を、また、平成24年度決算剰余

金から535万円を積み立て、決算年度末現在高は2,948万5,000円となりました。 

  新たに２つの基金が創設され、地域の元気臨時交付金基金には3,658万6,000円を積み立て

ました。 

  また、緊急地震・津波対策基金には１億6,400万円を積み立て、平成25年度事業分1,084万

7,000円を取り崩し、決算年度末現在高は１億5,315万3,000円となりました。 

  次に、170ページをお開きください。 

  定額基金運用状況報告の（２）育英奨学金につきましては平成25年度中の貸し付けはなく、

貸付人員９人から169万4,000円の返還がなされ、決算年度末現在高は3,623万3,000円となり

ました。 

  以上で概要説明を終わらせていただきます。審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 引き続き、水道課長より決算概要の説明を求めます。 

  水道課長。 

（水道課長 山口 誠君登壇） 

○水道課長（山口 誠君） 議案第39号 平成25年度東伊豆町水道事業会計決算について、概

要を御説明申し上げます。 

  款、項の区分による説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、決算書の１ページをお開きください。 

  収益的収入及び支出ですが、収入の第１款水道事業収益は予算額３億9,892万1,000円に対
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し、決算額は４億329万7,955円で、予算額に比べ437万6,955円の増となりました。前年度と

比較しますと6.4％の減となっております。 

  第１項営業収益は予算額３億9,625万円に対し、決算額は３億9,915万3,485円で、予算額

に比べ290万3,485円の増となりました。前年度対比では、料金収入のうち家庭用が4.6％の

減、ホテル、旅館など営業用が4.5％の減、マンション、分譲地用が18.4％の減となり、営

業収益全体では6.7％の減となっております。 

  第２項営業外収益は予算額267万1,000円に対し、決算額は414万4,470円で、予算額に比べ

147万3,470円の増となりました。前年度対比では、給水分担金の増加により営業外収益全体

では30.3％の増となっております。 

  次に、支出ですが、第１款水道事業費用は予算額４億3,787万円に対し、決算額は４億

2,859万7,541円で、執行率97.9％、不用額927万2,459円となりました。前年度と比較します

と1.4％の増となっております。 

  第１項営業費用は予算額３億9,092万2,000円に対し、決算額は３億8,343万3,685円で、執

行率98.1％、不用額748万8,315円となりました。前年度対比では、電気料金の高騰により動

力費が10.8％増加したものの、修繕費が19.8％減少したため、営業費用全体では1.3％の増

となっております。 

  第２項営業外費用は予算額4,156万9,000円に対し、決算額は4,079万697円で、執行率

98.1％、不用額77万8,303円となりました。前年度対比では、企業債元金償還に伴う支払い

利息の減少により営業外費用全体では6.0％の減となっております。 

  第３項特別損失は予算額437万9,000円に対し、決算額は437万3,159円で、時効による欠損

など67件の不納欠損処分を行いました。 

  第４項予備費については、執行がありませんでした。 

  ２ページをお開きください。 

  資本的収入及び支出ですが、収入はありませんでした。 

  支出の第１款資本的支出は予算額２億1,533万3,000円に対し、決算額は２億486万9,876円

で、執行率95.1％、不用額1,046万3,124円となりました。前年度と比較しますと14.9％の減

となっております。 

  第１項建設改良費は予算額１億2,922万4,000円に対し、決算額は１億1,876万980円で、執

行率91.9％、不用額1,046万3,020円となりました。国道135号送水管移設工事や白田浄水場

汚泥脱水設備改修工事など22件の建設工事と、稲取地区水源調査など２件の業務委託を実施
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しました。執行状況につきましては12ページ及び13ページに掲載してあります。 

  第２項企業債償還金は予算額8,610万9,000円に対し、決算額は8,610万8,896円で、償還計

画に基づき返済いたしました。 

  資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億486万9,876円は、過年度分損益勘定留保資

金１億9,753万3,426円、過年度消費税資本的収支調整額733万6,450円で補てんいたしました。 

  ３ページ及び４ページには損益計算書を掲載してあります。 

  それでは、４ページをごらんください。 

  事業損益につきましては、当年度純損失が3,095万999円となり、前年度繰越利益剰余金で

補てんいたしましたが、430万5,776円の欠損金が生じております。 

  ５ページから７ページには貸借対照表を、８ページには剰余金計算書を掲載してあります。 

  それでは、９ページをお開きください。 

  欠損金430万5,776円につきましては、欠損金処理計算書（案）のとおり翌年度へ繰り越し

とさせていただきました。 

  10ページ以降には、事業報告書、付属資料及び参考資料を添付してありますのでごらんい

ただきたいと思います。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

（「議長、動議」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 動議。 

 

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

 

◎動議の提出について 

○議長（鈴木 勉君） ただいま12番、居山さんから動議が提出されました。これより、12番、

居山さんより動議の内容について御説明をお願いいたします。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 本日は、大綱質疑の締め切りが11時になっていたかと思いますけれ

ども……。 

○議長（鈴木 勉君） 11時30分です。 

○１２番（居山信子君） 11時30分。いずれにしましても、上程されてから時間も十分にない
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中で、この点について少し検討していただいて、締め切りを延ばしていただく必要があろう

かと思いますが、その点、皆様にお諮りしていただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま、12番、居山さんより出されました動議に賛成者の起立を求

めます。賛成者の方は御起立をお願いできますか。 

（賛成者起立） 

○議長（鈴木 勉君） この動議に賛成された方がおりませんので、ちょっと暫時休憩させて

いただきます。 

 

休憩 午前１０時５３分 

 

再開 午前１０時５４分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  ただいま、12番、居山さんから提出されました動議につきましては、否決されました。 

  今まで、従前どおりに午前11時30分までという形の中で大綱質疑の締め切りをさせていた

だきたいと思います。これにおいては、十分時間的なものとしては配慮されておるというそ

ういう内容になっておるような形でございますから、よろしく御理解のほどをお願いいたし

ます。 

 

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

 

○議長（鈴木 勉君） ただいま、決算概要の説明がございました。 

  本日は、一括上程されました各会計の決算概要説明のみとし、決算に対する質疑の締め切

りについては、本日の午前11時30分までにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、決算に対する質疑の締め切りを本日の

午前11時30分までとすることに決定しました。 

  質問の範囲は、款項目の事業までとし、詳細については特別委員会にて質問していただく

ようお願いいたします。 

  通告書につきましては、あらかじめ配付してあります用紙を御使用ください。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  17日は午前１時からの本会議と……。 

  ちょっと、ごめんなさい。暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１０時５６分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  ただいま読み違いがございましたので、訂正いたします。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  17日は午後１時からの本会議となります。 

  本日は、これにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午前１０時５６分 
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平成２６年第３回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

                    平成２６年９月１７日（水）午後１時００分開議 

日程第 １ 議案第３３号 平成２５年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ２ 議案第３４号 平成２５年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

日程第 ３ 議案第３５号 平成２５年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

日程第 ４ 議案第３６号 平成２５年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

日程第 ５ 議案第３７号 平成２５年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

             いて 

日程第 ６ 議案第３８号 平成２５年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定に

             ついて 

日程第 ７ 議案第３９号 平成２５年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

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

出席議員（１１名） 

     １番  須 佐   衛 君      ２番  内 山 愼 一 君 

     ３番  飯 田 桂 司 君      ５番  村 木   脩 君 

     ６番  藤 井 廣 明 君      ７番  栗 田 成 一 君 

    １０番  鈴 木   勉 君     １１番  山 本 鉄太郎 君 

    １２番  居 山 信 子 君     １３番  定 居 利 子 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（１名） 

     ８番  森 田 禮 治 君 

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

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
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技 監 高 村 由喜彦 君 
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参 事 鈴 木 伸 和 君 
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議会事務局長 石 井 尚 徳 君 書 記 木 村 昌 樹 君 
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開議 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、こんにちは。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、平成26年東伊豆町議会第３回定例会第７日目は成立いたしましたので、開会しま

す。 

 

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

 

◎発言の訂正 

○議長（鈴木 勉君） 最初に、昨日の会議における、12番、居山さんの動議に関する私の口

上の中で、12番、居山さんから提出されました動議につきましては、否決されましたと発言

いたしましたが、12番、居山さんから提出されました動議につきましては、成立しませんで

した、に訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  申しわけございませんでした。 

  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（鈴木 勉君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いたしたとおりでありま

す。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第３３号 平成２５年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 
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◎日程第２ 議案第３４号 平成２５年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第３ 議案第３５号 平成２５年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第４ 議案第３６号 平成２５年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

◎日程第５ 議案第３７号 平成２５年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第６ 議案第３８号 平成２５年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第７ 議案第３９号 平成２５年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案第33号 平成25年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認

定についてから日程第７ 議案第39号 平成25年度東伊豆町水道事業会計決算認定について

まで、以上７件を一括議題とします。 

  これより、大綱質疑を行います。 

  質疑につきましては、質問回数は２回までとし、質疑と答弁を含め１人30分以内といたし

ます。 

  11番、山本さんの大綱質疑を許します。 

  11番、山本さん。 

(１１番 山本鉄太郎君登壇） 

○１１番（山本鉄太郎君） こんにちは。 

  私は、一般会計のほうの大綱質疑を行いたいと思います。 

  ３点ですね、歳入に関し１点、歳出について２点、お伺いしておきたいと思います。 

  平成25年度の不納欠損額の内容をお聞かせください。数字的には１億8,800万何がしとあ

りますけれども、ちょっと大き過ぎるなという感触を受けましたので、よろしくお願いいた

します。 

  それで、その内容、要するに、去年あたりの決算書の内容説明には、ちゃんと何条の何々

と書いてあったなと思ったんですけれども、今年ないもんで、ちょっとそこのところをお知

らせください。 

  それで、歳出について２点、３款民生費で、扶助費の不用額303万7,533円の内容をお聞か
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せください。扶助費というのは、要するに、町民に対しての援助みたいなものですから、こ

の辺の、どういうふうに、事業がなくなったとか、対象者が少なくなったとか、試算間違い

とかいろいろあろうかと思いますけれども、その内容をお聞かせください。 

  それで、９款教育費、校医報酬の内容をお聞かせください。校医報酬というのは大体どう

いうふうにして試算するのかな、郡下のほうもどういうふうになっているのかなという形で、

内容をお聞かせください。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 山本議員の第１問、一般会計歳入について、平成25年度の不納欠損額

の内容をお聞かせくださいについてですが、町税の不納欠損処分の内容は、地方税法第15条

の７第４項、執行停止後３年を経過したものが170件、1,183万2,464円、第15条の７第５項、

滞納処分の財産がないため直ちに納税義務を消滅させたものが120件、１億2,778万8,309円、

地方税法第18条、消滅時効が109件、4,886万4,203円で、合計１億8,848万4,975円という内

容でございます。 

  次に、第２問の一般会計歳出については、２点からの御質問になっておりますので、順次

お答えいたします。 

  まず、１点目の、３款民生費で、扶助費の不用額303万7,533円の内容をお聞かせください

についてですが、３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費の子ども医療費助成事

業のうち、中学３年生までを対象とした子ども医療費扶助費の不用額です。２月から８月診

療分に基づき推計し、12月議会において不足分を補正したところ、結果的に見込みより診療

が少なかったことが要因でありますが、医療費のことであり、不測の事態を考慮し、最終補

正での減額は行わなかったものでありますので、御理解をお願いいたします。 

  ２点目の、９款教育費で校医報酬の内容をお聞かせくださいについてですが、幼稚園児

142名、小学生児童493名、中学生生徒319名に対する内科、歯科及び眼科の健康診断費用で

ございます。報酬の算定は、規則に基づき年額とされており、１校当たりの基本額が、内科

７万円、歯科６万円、眼科６万円であります。さらに、園児・児童・生徒人数割額として、

人数掛ける300円分がそれぞれ加えられたものを報酬として支払っております。 

○議長（鈴木 勉君） 11番、山本さん。 
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○１１番（山本鉄太郎君） 今の説明で大体は把握しました。でも、私、いろいろちょっと、

きょう早く来て調べてみたんですけれども、どうもこの不納欠損に入湯税というのが入って

いるということで、これは前から言っているように、入湯税というのは、一般税と違う性質

のものですよ、これ。だから、今後このようなことがないように、十分な気持ちを持って取

り組んでいただきたい。 

  それと、あと、次のあれはわかりました。それで、教育費、これは教育長にお願いしたい

ですけれども、やはり少子化になってきているこの時期に、この金額でいいのかなというよ

うな、これは私たちがどうするこうするではなくて、教育委員会の中で分会ありますもので、

そういう仲間で話し合って、これが妥当かどうかという、こういう数字というのは、常に話

し合ってもらいたいと思うんですよ。先生方も大変じゃないかと思うものでね、その辺の議

論をするところはあると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 入湯税につきましては、本当、山本議員からも、これは預かっている

お金だから不納欠損するのはおかしいということは、もう再三再四言われております。当然、

町としては、それは十分注意している中で、今回の不納欠損は、ある企業がもう息遠くなり

まして、滞納処分の中で取ったお金プラス、この不納となったもので、絶対、これ取れない

もので、今回、そういうために10万何千何ぼは、ちょっと不納欠損させてもらったのが現状

でございます。 

  本当、山本議員の言っているとおりで、普通は入湯税に対しまして、そういう不納欠損な

んかは絶対おかしいことですから。これは、町も十分注意した中で今後もやっていきたい、

そういう考えでございますので、御理解願いたいと。 

  ２点目につきましては、教育長からどうぞ。 

○議長（鈴木 勉君） 教育長。 

○教育長（金指善郎君） 山本議員のおっしゃった、その医療の先生にお支払いする金額が、

昔、今の４倍以上いた時代の金額が、多分そのままずっと来ているのではないかと思います。

それについて、今まで本当に賀茂地区の他町村とそういうことで話し合ったこともないし、

この金額が妥当なのか、お医者さんの収入が減り過ぎていやしないかとか、そんな心配もし

ていかなければならないと、今そういう御指摘を受けました。それについて、今後、各町の

教育長さんと議題に上げて検討していくということにしたいと思います。 

  それから、ちょっと局長のほうから。 
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○議長（鈴木 勉君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君） ただいまの山本議員の校医報酬の金額ですけれども、

近隣市町の内容をちょっと調べたところ、条例化されているところもありますが、ほぼ全て

の市町で同じくらいの金額は支払われておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、11番、山本さんの大綱質疑を終結します。 

  次に、６番、藤井さんの大綱質疑を許します。 

  ６番、藤井さん。 

(６番 藤井廣明君登壇） 

○６番（藤井廣明君） それでは、私は、特別会計の中の水道事業会計についてお尋ねしたい

と思います。 

  水道事業においては大きな損失を計上したということでございますが、その原因は何か、

また、対策をどうされるつもりかお伺いしたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 順次答弁を求めます。 

  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、水道事業会計について、水道事業において大きな

損失を計上した。その原因は何か、また、対策をどうするのかについてお答えいたします。 

  平成25年度の料金収入は、給水人口の減少と観光宿泊客数の落ち込みにより使用水量が大

幅に減少し、前年度と比較しますと6.7％減収しております。また、費用面では電気料金の

高騰により動力費が10.8％増加し、経営を圧迫している状況であります。このように、収益

の大幅な落ち込みと費用負担の増加により、大きな損失が発生した要因と考えられます。 

  また、対策をどうするのかについてですが、行政報告で申しましたように、コスト削減も

限界に来ており、損失もさらに拡大することが予想されることから、健全経営を行うために、

今後、水道料金等審議会を設置し検討していただ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（鈴木 勉君） ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） 人口減少とか観光の落ち込み、そういった要因に加えて、電気代ほか

動力費等々が上がったということで、これは収入の落ち込みに当然、費用が今度かかってく

れば、マイナスにならざるを得ないことも理解できますが、今年度の純損失で3,095万1,000

円というような当期の純損失ということは、かなりこれは大きな金額だと思うんですね。そ
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の中で、平成19年度にたしか18.8％値上げされたと思うんですが、７年過ぎて、それからこ

の間消費税のアップもありましたよね。それにもかかわらず、７年過ぎたのだからやむを得

ないというような判断もありますけれども、例年、大体この人口減少とか観光客の減少とい

うのはある程度わかっている要因ですので、これは非常に予測しがたい問題ではなかったの

ではないかということを思うわけですよ。 

  例えば、給水位の問題なんかをとってみましても、給水量なんかは、昨年よりは確かに減

っているわけですけれども、大幅な給水量の減少ということではなくて、平成22年度、平成

23年度等と比較しますと、それほど大きなものではないということは言えるわけですよね。

それから、営業収益も、平成22年度、平成23年度等とは、今年度、平成25年度と比べて、そ

んなに大きな減少ではなかった、金額ではなかったわけです。 

  こういう中で、町長も、６月の議会の中でも言っていますけれども、今回の行政報告の中

で言っていますように、水道料も本年度の水道料、２期分までの給水収益というのを見ると、

前年比で1.7％増加と、若干増えているというふうにおっしゃっているわけですよ。こんな

ふうに給水の実績とか営業収益、平成22年度、平成23年度との比較とか、こういう増加等々

を考えますと、そういうふうに急激な赤字体制になるというのはちょっと考えられないわけ

で、ほかに赤字の要因等々はないのか。また、これに対する対策は、即値上げということで

あれば、これは町民の経済を圧迫すると言いますか、非常に生活苦しくなる。 

  また、近々に、国のほうでは、消費税10％にも上げるというようなこともございますので、

これ以外の方法はないのかどうか、もう少し原因の究明等々も含めて考えられたらいかがか

と思います。 

  また、この赤字等に関しては、これまでの繰越剰余金から若干の補塡をするというんだと

いうことでございますけれども、全般の補塡の中で、この赤字幅を抑えることはできないの

か。また、料金の値上げという以外の方法はないのか。また、剰余金が少なくなるというこ

とは、それなりにかかった内容があるんじゃないかと思うんですが、例えば、熱川と、それ

から稲取で二度ポンプをおろして掘削して水源探査をしたと。しかし、いずれもちょっと失

敗してしまって、残念ながら出なかった。これに関してのこととか、それから第二中継ポン

プの事故がありましたよね。そういったものとかが影響して剰余金の減少という形になって

いるんであって、そういう意味では、非常に厳しい反省と言いますか、営業努力がなされな

ければ、なかなか町民の理解は得られないんじゃないかと、私、思うんですよ。その点で、

赤字が単なる人口減少、旅館客の減少ということだけに求めますと、また、遠からず値上げ
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せざるを得ないというふうなことになると思いますので、その辺のところをどのように考え

るか、ひとつよろしくお答えいただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 水道というのは基本的に、ある程度町民一体とする町がやらなければ

ならない。しかし、これは企業でございますから、ある程度町民の負担、これは当然負担が

かかってきます。うちの町、水道料金は多少他の町より安いです。これは現実でございます。 

  そうなると、今、藤井議員が言ったように、いろいろなことが考えられる。本当に、単純

なとおり、コスト削減も人員も減らしております。その中で議員さんの方が、これだけ人員

を減らした中で、ちゃんと維持管理はできるのか、そういうことを思っている。何しろ、も

うコスト削減もぎりぎりでやってきております。その中で、平成22年度、平成23年度、平成

25年度、余り変わらないじゃないかと言いますと、水道料金が一旦に上げずに徐々にやって

いくしかありません。その中で、やはり、ある程度のことを検討していかなければならない。

急激に、もう足りないから、では倍にしようか、そういうことはできませんので、できるだ

け町民に負担をかけないような方法で水道料ということは町としてやっていきたいという中

で、本当にコスト削減もぎりぎりやっている、職員も足りないくらいの中でやってきていま

す。 

  その中で、不幸なことにまた、私も、一つ第二中継所の崩落に関しまして、やはり自分も

ある程度責任がある。職員を多少減らしたことによって、あのことが起きたのかなというこ

とも感じています。そういうぐあいで、十分、これから注意しながらやっていきますし、水

道の掘削に関しましても、維持管理がかかりますから、基本的には今の浄水場を直すよりも、

新たに各地区に水源を持った中で、電気料金も上がってきますので、維持経費がかからない

方向でやった中で、不幸にして、ちょっと熱川地区と稲取地区は失敗に終わりました。 

  そういうぐあいで、３回目やろうとした中で、議会のほうから、ことし、また計上した中

で、議会のほうからもう少し慎重にやって、もう少し検討したほうがいいよというわけで、

今回は執行いたしません。その中で、やはり町民に負担をかけないような方法で町はやって

おりますもので、今回の水道料金等審議会、議会のほうからも提案されましたように、なる

べく、現状のこの町の水道体制とか、どういう状況にあるかということも説明して、また、

かつ、そうなると、水道料金ということもまた検討していただく。それで、議会のほうから、

町民に対する説明、これは一応区長会に諮った中で、区長会も同じような考えなのか、ある

程度結論が出た中で町民に説明をしたほうがいいですよと、そういうことも言われましたも
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ので、今回、議会から提案する町民に対する事前の説明会は行わない方向で、ある程度決ま

った段階でまた説明していきたい。 

  そのほか、いろいろ議会から提案されたこと、できるものは水道料金等審議会の中でやっ

ていきたい、そういう考えでございます。基本的には、町も水道料金等は上げたくないので、

継続的になるべく負担のかからない方向で、そういう水道料金は考えていきたいと考えてお

りますので、その辺は御理解をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、６番、藤井さんの大綱質疑を終結します。 

  次に、12番、居山さんの大綱質疑を許します。 

  12番、居山さん。 

(１２番 居山信子君登壇） 

○１２番（居山信子君） こんにちは。 

  私は、このたび、一般会計が担当でございますので、大綱質疑のほうは特別会計というこ

とで行わせていただきます。 

  特に、特別会計の中の関心の深い介護保険なんですけれども、この介護保険特別会計につ

きましては、12億750万円の大きな予算が使われているわけでございます。その中で、第５

次の我が町の高齢者福祉計画等々、全部目を通していく中で、さて、今後、地域包括ケア

等々、さまざまな施策が市町におろされてくるというようなことの中で、どこに、何が問題

になるのかなというふうなことで、特に、私が感じましたのは、５款の地域支援事業費のこ

とについてお尋ねをしたいというふうに思います。 

  予算としては、2,670万8,933円という地域支援事業でございますけれども、これは給付の

約３％というふうなことで、介護保険法の中で３％までは使えるというようなことになって

いるというふうに、理解をしております。その中の第１項ですけれども、介護予防事業費

554万5,370円、この取り組みの実績、効果、特に、二次予防対象者把握事業について伺いた

いというふうに思います。 

  ２点目といたしまして、２項の包括的支援事業等費、これは2,116万3,623円ということで

ございますけれども、この実質的な効果について、なかなか一言では語れないということは

わかっておりますけれども、担当も、また今回、改めて介護保険の現状を洗い出していただ

いた中で、町のここが課題かなというようなことを、恐らく把握もされておられることかと

いうふうに思います。御答弁をいただきたいと思います。 
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○議長（鈴木 勉君） 順次答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 太田長八君登壇） 

○町長（太田長八君） 居山議員の第１問、介護保険特別会計については、歳出２点からの御

質問になっておりますので、順次お答えいたします。 

  まず、１点目の、１項介護予防事業費554万5,370円の取り組みの実績、効果、特に、二次

予防対象者把握事業についてですが、介護予防事業につきましては、全ての第１号被保険者

を対象とする一次予防事業と、主として虚弱高齢者などを対象とする二次予防事業から成っ

ております。 

  一次予防事業ですが、介護予防教室として、アスド会館プールを利用した教室が３教室、

アリーナを利用した教室が３教室、いきいきセンターと保健福祉センターを利用した教室が

１教室、各区のシニアクラブへの出前健康教室を実施し、介護予防に努めました。二次予防

事業につきましては、対象となる虚弱高齢者にそれぞれ口腔・栄養改善教室、運動機能改善

教室を実施し、介護予防に努めました。 

  二次予防対象者把握事業についてですが、要介護・要支援認定を受けていない65歳以上の

方4,283名に基本チェックリストを送付し、80.7％、3,457名の方からの回答をいただき、う

ち、910名の二次予防対象者を把握いたしました。 

  次に、２点目の、２項、包括的支援事業費2,116万3,623円の効果についてですが、包括的

支援事業につきましては、介護予防ケアマネジメント事業、総合相談・権利擁護事業、包括

的・継続的ケアマネジメント支援事業及び任意事業から成っております。 

  効果につきましては、適切な保健・福祉サービス等の利用ができるよう助言をしたり、介

護支援専門員、各種事業所等、他職種相互の連携により包括的・継続的な体制の構築を図り、

地域の高齢者が住みなれた地域で安心して生活を継続していくことができるような支援をい

たしました。 

○議長（鈴木 勉君） 12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 御答弁をいただきまして、さらにお尋ねをしたいというふうに思い

ます。介護保険につきましては、12年、そしてまた、これからいよいよ次の第６期の計画が

作成をされ、そしてまた、超高齢社会の中で、非常に大事なこの介護保険の取り組みという

ものが、そこに、地域に、どういう町に住んでいるかによって大きく差が出てくるというふ

うなことが、今回、さまざまな角度から見てきましたときに、この本日ただいまからのこの
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時点での取り組みというようなことが、最終的には、団塊世代、75歳以上になったときのそ

の対応が、そこで出てくるかというふうに思います。 

  介護保険につきましては、当初からさまざま制度を調べ、そしてまた、そういう必要な

方々を包括支援センター等につなげ、そして、その後のサービスを受けておられる、そうい

う現状等を見てまいりましたけれども、私が、今、ここで思いますのは、前期高齢者2,732

名、後期高齢者2,347名、高齢者人口5,079名、38％という高齢化率の中で、これは、もう本

当に、うなぎ登りに今後ふえていくということです。 

  問題は、不納欠損等、いろいろ出ている内情をちょっと見ていきますと、当町におきまし

ては13％の方が年金がないという現状でございます。しかも、その滞納につきまして、隣宅

にいらしたり、そしてまた、その現状を見ていきましたときに、生活保護ではない、しかし、

もう生活保護ぎりぎりのそういう生活をなさっている方というのが、大変多いんではないか

というふうに思うところでございます。 

  今、まだ、皆さんが多少お若いからいいんですけれども、この先、どんどん高齢化が進ん

でいって、70過ぎくらいからいよいよ病気が多く発症する状況の中におきましては、やはり、

元気でこの介護予防に取り組んで、そしてまた、皆さんに、病気にならずに健康でいていた

だくということが、非常に大事なわけですけれども、今、町長が御答弁をしてくださった二

次予防の対象者把握事業、この辺も、当初、進められた段階のときには、非常に回収率も悪

くて、担当も御苦労されたことかというふうには思いますけれども、4,283名の65歳以上の

皆さん方にチェックシートというものを送付して、そして、その回収率が80.7％というよう

なことで、3,457名ですか、その中で910名の方が二次予防に該当をし、その方々への手厚い

介護予防の支援を行っていることかというふうに思いますけれども、やはり住民の皆様の意

識が、いま一歩、その自分自身の高齢化に対するイメージにしても、そしてまた、いざ何か

があったときにどうしていこうかというようなこと等も、非常に意識が、もう一歩ではない

かなというふうに思います。 

  ですので、この介護予防の必要性、あるいは、いろんなプログラムを町としては用意をし

て、そして参加を呼びかけているわけですけれども、非常に参加者が少ないというふうな現

状だと思います。それは、数字が物語っているというふうにも思いますし、それと同時に、

その決算の状況から見ましても、３％、これについて費用が使われるものに対して、まだま

だ予算が残っていますし、今回、不用額も約130万円ぐらいでしたでしょうか、不用額が出

ているわけですね。私が、今、ここでちょっとはじき出したところによると、たしか600万
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円くらいのそういうような予算が使っていくことができるわけですけれども、あと600万円

使えるというふうな現状の中で、十分にそれが使われているのだろうかというふうに思いま

す。 

  この介護予防の取り組みというものは、やはり、ある程度マンパワーも確保して、そして、

専門家も必要ですし、さらに、そこにボランティアの皆さんへの声がけもお願いするわけで

すけれども、いきいきサロン等も非常にやっている場所が少ないわけです。私の住む東町で

も、シニアクラブが、今、元気に活動してくれてはおりますけれども、当然、ここへいきい

きサロンをやはりやっていただかなくてはならないということは、感ずるものです。 

  皆さん、何かがあると楽しみで出ていきますので、ぜひ、そういう意味で、残っている予

算をしっかり使っていくというふうなことで、この介護予防の事業、この取り組み、効果と

いうふうなことは、ちょっと町長のお話の中からは余り感じられなかったわけですけれども、

もちろん、成果表を見ていきますと、その中に細かく、何名教室が持たれて、そこに何人参

加をして、延べ人数が何人だよというふうなことであるわけですけれども、それも、その教

室そのものの集計をしていきますと、確かにやっているんだけれども参加者が少ない。そし

て、延べ人数にすればかなり増えていくわけですけれども、もっと大勢の方に参加していた

だけるような手だてを持っていく必要があるというふうに、私は感ずるところでございます。 

  包括的な支援事業というふうなことでは、今、御説明がありましたとおりなんですけれど

も、この取り組みについても非常に大切なものがございます。ぜひ、改めて、この計画が平

成26年度で一応終わるわけですので、次年度に向けて、もう既に、その分析と次年度に向け

ての準備、そしてまた、アンケート等々、そういうものがなされているのかどうかというふ

うなことを伺う点でございます。 

  あとは、住みなれたところで高齢者の皆さんが安心して暮らせるための包括的支援事業等

費でございますけれども、これはまた、委員会等で皆さんでよく見ていただきながら、さま

ざまな議員としての提案にも、ここはつながっていくことかと思います。 

  もう１点、最後に、いろいろな資料を読んでいきましたら、一次予防の事業の教室参加で

ありましたことで、ちょっと教えていただきたい。もしあれでしたら、担当がお答えいただ

ければと思いますけれども、自立体力全国検定実施というふうなことでお話を伺っておりま

すけれども、この点について御説明をいただければというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） 町長。 

○町長（太田長八君） 事務的なことは、では担当から説明させます。 
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  まず、職員は一生懸命やっていることだけは理解してください。ただ、その要介護、要介

護じゃない人、これが教室を受けるかどうか、その人のあれであって、今回、二次予防対象

者910名のうち、教室に参加しなかった人には職員から通知を出しております、参加してほ

しいということを。その中で、参加しないということは、やはり町が一生懸命やっても、や

る人がそういう気持ちにならなければ、幾ら町が頑張ったとしても、やはり、そういう受け

るべき人が、そういう気持ちになってほしいということは、私からもお願い、そういう人に

お願いしたいです。 

  職員は、何しろ一人でも多く受けて、その介護予防をしたいと一生懸命やっている中で、

二次予防者80％の回収率の中で、910名という方の二次予防対象者を把握した中で、この910

名の方の何名かが、一応、教室に参加していただいた方は結構ですけれども、参加しなかっ

た方に対して、町は通知を出しております。こういうことがありますので、教室に参加して

ほしいですよと通知を出しておりますもので、それは御理解願いたいと思いますし、あと、

町がやっているのは、当人の参加、時間がないかはわかりませんけれども、そういうことで

もないということで、この辺は、ちょっとやはり後でまたいろいろな面で検討しなければな

らないと思います。現状では、町はできることをやっていることだけは理解していただきた

いと思います。 

  あと、事務的なことは担当より説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時３７分 

 

再開 午後 １時４０分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  12番、居山さんにお尋ねをいたしたいんですけれども、ただいまの質問の内容は、平成25

年度のことを質問なされたわけですか。平成26年度の形についての質問は通告外になります

し、今回の大綱質疑には含まれないという形になりますけれども。 

○１２番（居山信子君） 今、申し上げた自立体力全国検定のことですが、 

（「ちょっとごめんなさい、聞こえないです」の声あり） 

○１２番（居山信子君） これは平成25年度からやっているのかどうか。あるいは、平成26年
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度からどうなのかということが伺えればというふうに思います。 

（「わかりました」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（鈴木嘉久君） それでは、御質問の内容ですけれども、まず、地域支援

事業で600万円ほどまだ使えるお金があるので、これについて事業等の拡張とか、そういう

ものに考えられないかということですが、基本的に、一次予防、二次予防含めまして、地域

支援事業につきましては、直営でやる部分がほとんどでございます。実際に、外部委託等を

している事業については少ないということで、そこにかかる費用がないということが実情か

と思います。ただ、予算として600万円というものが、まだ可能であるということであるの

で、事業につきましては、今後、検討を重ねていきたいと思います。 

  それから、自立体力検定についてですけれども、これは平成26年度に実施をされる事業で

ありまして、平成25年度はまだ実施をされておりません。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） 以上で、12番、居山さんの大綱質疑を終結いたします。 

（「ありがとうございました」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） お諮りします。ただいま議題となっております議案第33号 平成25年

度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定については、６人の委員で構成する一般会計決算審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、議案第33号については、６人の委員で

構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決しました。 

  お諮りします。ただいま設置されました一般会計決算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、一般会計決算審査特別委員会の委

員は、お手元に配付してあります名簿のとおり選任することに決定しました。 

  ただいま一般会計決算審査特別委員会に付託しました議案第33号については、会議規則第

46条第１項の規定により、来る９月29日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけたい
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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（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、一般会計決算審査特別委員会において

９月29日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけることに決しました。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第34号 平成25年度東伊豆町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定についてから議案第39号 平成25年度東伊豆町水道事業会計

決算認定についてまでの６件については、５人の委員で構成する特別会計決算審査特別委員

会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、議案第34号から議案第39号までは、５

人の委員で構成する特別会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに

決定しました。 

  お諮りします。ただいま設置されました特別会計決算審査特別委員会の委員の選任につい

ては、委員会条例第７条第２項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、特別会計決算審査特別委員会の委

員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決しました。 

  ただいま特別会計決算審査特別委員会に付託しました議案第34号から議案第39号までは、

会議規則第46条第１項の規定により、来る９月29日までに審査を終え、報告できるよう期限

をつけたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、特別会計決算審査特別委員会において

９月29日までに審査を終え、報告できるよう期限をつけることに決しました。 

  なお、委員会室として、一般会計決算審査特別委員会には大会議室を、特別会計決算審査

特別委員会には第１委員会室をそれぞれ充ててあります。 

  お諮りします。特別委員会審査のため、９月18日から９月28日までの11日間を休会とした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、９月18日から９月28日までの11日
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間を休会とすることに決定しました。 

  ただいまから委員会を開き、付託案件の審査をお願いいたします。 

  来る９月29日は午前９時30分から本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論並びに

採決を行います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、来る９月29日は、午前９時30分か

ら本会議を開き、委員長の報告を求め、質疑、討論並びに採決を行うことに決定しました。 

 

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

 

◎散会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでございました。 

 

散会 午後 １時４８分 
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開議 午前 ９時２９分 

 

◎開議の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定足の半数に達しております。 

  よって、平成26年東伊豆町議会第３回定例会第19日目は成立しましたので、開会します。 

  11番、山本さんより一身上の都合により、本日の会議を欠席するとの届け出がありました

ので、御報告いたします。 

  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（鈴木 勉君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

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

 

◎日程第１ 議案第３３号 平成２５年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

○議長（鈴木 勉君） 日程第１ 議案33号 平成25年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  報告を求めます前に、一般会計決算審査特別委員長から副委員長の同席を求めたいとの申

し出がありましたので、これを許可いたします。 

  一般会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは、報告いたします。 

  平成26年９月29日。東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。一般会計決算審査特別委員会委員長
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 内山愼一。 

  一般会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定に

より報告いたします。 

  記。 

  事件の番号、議案第33号。 

  件名、平成25年度東伊豆町一般会計歳入歳出決算承認について。 

  審査の結果、原案どおり認定。 

  次のページ、１ページをお願いします。 

  一般会計決算審査特別委員会に付託された、議案第33号 平成25年度東伊豆町一般会計歳

入歳出決算認定について。 

  歳入・歳出全部。 

  第１の会議とそれから出欠の委員等については、３ページのそこまで書いてありますけれ

ども省かせてもらいます。 

  それでは、第２の質疑の要旨。 

  当局を交えて質疑の要旨は次のとおりである。 

  歳入。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  １款町税。 

  ①町税の総合の収入率はどのくらいとの質疑に対して、町民税89.74％、固定資産税

75.68％、軽自動車税92.80％、たばこ税100％、入湯税98.39％であるとの答弁があった。 

  ②空き家や廃業ホテルへの固定資産税の課税についてはとの質疑に対して、空き家であっ

ても相続がされ他所にいる親族に課税される。廃業したホテルについても課税され、納税通

知書が戻ってきた場合には公示送達処理をしている。 

  ７款ゴルフ場利用税交付金。 

  ①ゴルフ場利用税交付金について。 

  ゴルフ場利用税が減っている原因はとの質疑に対して、ゴルフ場利用税は県が徴収した利

用税の10分の７に相当する額が、当該ゴルフ場所在市町村へ交付されるものである。平成24

年からゴルフ場の利用料金が下がったため、ゴルフ場利用税の税率がこれまでの２級950円

から３級800円に変更になった。また、利用者数も減少しているとの答弁があった。 
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  11款地方交付税。 

  ①普通交付税について。 

  普通交付税が増額した原因はとの質疑に対して、普通交付税は基準財政収入額と基準財政

需要額との間の差額が交付される。各市町において同等な行政サービスが受けられるように、

配分されるものである。平成25年度は、需要額、収入額ともに減となったが、固定資産税の

減収などによる収入額の減が需要額の減を上回ったため、交付額が増額となったとの答弁が

あった。 

  15款国庫支出金。 

  ①地域生活支援事業費補助金について。 

  この補助金の内容はとの質疑に対して、障害者の移動支援、日中一時支援、手話講座、重

度心身障害者の日常生活用具給付及び障害認定審査会委員報酬等に対する国からの補助金で

あり、補助率は２分の１であるとの答弁があった。 

  17款財産収入。 

  ①加森観光貸付分について。 

  加森観光貸付分の内容は、またこれには稲取の４区分が含まれているのかとの質疑に対し

て、ゴルフ場用地44万6,907坪を坪単価75円で3,351万円。その他のアニマルキングダム用地

30万4,205坪を坪単価90円、2,737万円で貸し付けている。これには４区分全貸付料の52％、

3,195万円が含まれているとの答弁があった。 

  ②土地売払収入について。 

  土地売払収入27万6,000円の内訳はとの質疑に対して、稲取字百姓地2804番地の１の土地

7.5平米を１平米当たり３万6,890円で伊豆太陽農協に売買したものである。セレモニーホー

ル建設のため水路敷を用途廃止した場所であるとの答弁があった。 

  18款寄付金。 

  ふるさと納税寄付金について。 

  寄付金を増やす努力が必要でないかとの質疑に対して、９月議会の一般質問での町長の答

弁のとおり、来年度に向けて検討を開始している。どの程度のお礼をするのか、どのような

特産品を贈るのかなどの検討をしているとの答弁があった。 

  （２）その他質疑の対象になった事項。 

  １款から19款までありますけれども、そこに記載してあるので、よろしくお願いします。 

  それから、次の６ページ、歳出。 
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  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ２款総務費。 

  行政改革推進事業について。 

  ①事務事業レビューを行った後、町はどのような対応をとったのかとの質疑に対して、５

つの事業について事業評価を行った結果、全ての事業が要改善であった。この結果を受け、

町は以下の対応をとった。健康増進事業では教室参加へのＰＲの強化を図った。配食サービ

スの委託先を社会福祉協議会から民間企業に変更し、委託料を500万円から150万円に削減す

ることができた。メール配信事業では登録者100％を目標に、防災訓練などの際に住民に周

知するなど、加入の促進に取り組んだとの答弁があった。 

  ②行政情報等携帯電話メール配信事業について。 

  メール配信事業の登録者数はとの質疑に対して、25年４月１日時点で1,845名、26年４月

１日時点で2,350名。この１年間で505名、27.4％の増であるとの答弁があった。 

  ③エンゼルパワースポット活用事業について。 

  委託料600万円の内訳はとの質疑に対して、北川温泉で行ったムーンロード事業の宣伝費

である。ＬＥＤライトキーホルダー1,500個とポスター、リーフレット、はがきの作成費、

広告宣伝費やイベントの経費に充当したとの答弁があった。 

  ④生活路線バス運行管理事業について。 

  バスの利用者数はとの質疑に対して、24年度は５万9,313人、25年度は４万9,823人で、

9,490人の減であったとの答弁があった。 

  山間地等の利用が減っている自治体では、いろいろな工夫を凝らして地域を回るバスを運

行している。当町のバス運行事業もそのような自治体を参考にしてはどうかとの質疑に対し

て、今後研究検討していくとの答弁があった。 

  ⑤空き家調査事業について。 

  事業の実績はとの質疑に対し、別荘地を除く5,979件のうち856件が空き家、171軒が空き

店舗であった。今後実施する空き家バンク事業に活用するとの答弁があった。 

  ⑥エコリゾートタウン推進事業について。 

  施工工事費550万円の内容はとの質疑に対し、奈良本けやき公園内に小水力発電機を１台

設置した。発電能力は500ワットであるとの答弁があった。 

  ⑦地域の元気臨時交付金基金管理事業について。 

  地域の元気臨時交付金についての説明をとの質疑に対し、当該交付金は平成24年度の国の
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補正予算を活用して事業に取り組んだ市町に対して交付されたものである。25年度は５事業、

細野高原の整備、稲取漁港公園の整備、文化公園イルミネーションの整備、ジオパークビジ

ターセンターの整備、消防ポンプ車の購入に交付金8,276万円を充当した。余った3,658万円

を翌年度に繰り越すため、当該基金に積み立てたとの答弁があった。 

  この交付金は２年間で使い切るものなのか、また交付金の交付率はどの程度かとの質疑に

対し、25年度と26年度の２カ年で使い切らなければならないものである。平成24年度の国の

補正予算を活用して事業に取り組んだ市町に対し、地方負担額や町の財政力に応じて国から

交付されたものである。当町は地方負担額１億5,128万円に対して１億1,934万円交付された。

交付率は約79％であったとの答弁があった。 

  ３款民生費。 

  ①町社会福祉協議会補助金について。 

  町の社会福祉協議会に対する補助金770万円の内容はとの質疑に対して、法人運営事業、

広報企画事業及びボランティア事業等、社協の事業から収入を得ることができない事業費の

２分の１を補助している。平成26年度は予算作成前に社協にヒアリングを行い補助金の使い

道や事業内容を精査したとの答弁があった。 

  ②シルバー人材センター運営費補助金について。 

  補助金の内容はとの質疑に対して、県から補助金が51万円あり、町の補助金と合わせて

250万円を補助している。県補助金については25年度で終了となるため、27年度から補助金

を引き下げる予定であるとの答弁があった。 

  ４款衛生費。 

  ①子宮頸がん等ワクチン接種事業について。 

  実施状況は、また副作用などの影響はなかったかとの質疑に対し、中学１年生の女子を対

象に年３回実施した。当町においては、副作用などの影響はなかったとの答弁があった。 

  ②こども未来支援事業について。 

  この事業の内容はとの質疑に対して、不妊治療費に対する助成事業である。助成額は治療

費30万円、交通費５万円を限度額としている。助成期間は５年間であるとの答弁があった。 

  事業実績については、11組の夫婦に対し12回助成した。利用した11組のうち４組が妊娠、

出産したとの答弁があった。 

  ③合併処理浄化槽補助事業について。 

  事業の実績は、また合併処理浄化槽の普及率はとの質疑に対して、浄化槽15基の設置に対
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して875万円の補助をした。普及率は17.56％であるとの答弁があった。 

  次のページの５款農林水産業費。 

  ①けやき公園維持管理事業について。 

  調理室改修工事はどこを改修したのかとの質疑に対し、きぼうの館の中に調理室を設置し

たとの答弁があった。 

  調理室の利用人数はとの質疑に対して、４月は１回11人、５月は11回81人、６月は６回30

人、７月は０人、８月は２回18人で、計20回140人であるとの答弁があった。 

  ②市民農園整備事業について。 

  市民農園協議会ではどのようなことを協議しているのかとの質疑に対して、１つは日帰り

農園の管理運営方法、費用がどれだけかかるのか、どのようにＰＲしようかということ。も

う一つは、滞在型の市民農園がよいのか悪いのかを含めて事業内容の研究検討をしていると

の答弁があった。 

  ③森林整備加速化・林業再生事業について。 

  森林整備加速化・林業再生事業とはどのような事業かとの質疑に対し、森林の間伐事業で

ある。平成25年度については、奈良本の15ヘクタールで利用間伐を行ったとの答弁があった。 

  ④漁港整備事業について。 

  稲取漁港巻上機補助金を使って設置した巻上機はどこにあるのかとの質疑に対して、八百

比丘尼公園前に設置した巻上機であるとの答弁があった。 

  ６款商工費。 

  ①リフォーム振興事業補助金について。 

  世帯の中で親子の所有者が変わった場合に補助が受けられるのかとの質疑に対して、本年

３月の要綱改正により、過去に同じ世帯で補助を受けても、相続等で所有者が変わった場合

にはもう一度利用できるように制度を拡充したとの答弁があった。 

  ②熱川温泉振興事業委託料について。 

  委託料325万円の内容はとの質疑に対して、３分の２の補助金を受けて、大学院の研究室

との協働で、熱川温泉のにぎわい創出イベントなどを実施した。３カ年の継続事業であると

の答弁があった。 

  ③雛のつるし飾りイベント事業費補助金について。 

  補助金62万5,000円の内容はとの質疑に対して、３分の２の補助金を受けて、稲取向井の

素盞鳴神社の階段に雛人形とつるし雛を飾る事業を行ったとの答弁があった。 
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  ④ジオパークビジターセンターについて。 

  ジオパークビジターセンターはどのように運営されているのか、また昨年伊豆半島が日本

ジオパークに認定されたが、今後の取り組みについてはとの質疑について、当センターは伊

豆熱川駅前の熱川温泉資料館内に併設されているため、熱川観光協会に管理運営をお願いし

ている。町内のジオサイトを初め、伊豆半島の全てのジオサイトの紹介を行っている。世界

ジオパークの認定に向けて、伊豆半島の各市町が一つになる絶好の機会と捉え、引き続き観

光客や町民への情報発信をしていきたいとの答弁があった。 

  ７款土木費。 

  ①町営住宅について。 

  維持管理事業の主な内容はとの質疑に対して、修繕料で水回り、床、照明器具を修理した。

熱川住宅Ａ棟のベランダの手すりが腐食していたため、その交換工事を行った。また退出者

の部屋について経年劣化が激しいため、改修工事を行ったとの答弁があった。 

  階段の手すりの設置状況はとの質疑に対して、全ての箇所には設置していないとの答弁が

あった。 

  ８款消防費。 

  ①広域消防指令センター整備事業について。 

  消防指令センターの整備進捗状況はとの質疑に対して、この負担金は沼津市に整備する指

令センター整備に係る基本設計の負担金である。指令センターの本体工事はまだ行われてい

ないとの答弁があった。 

  ②行政無線等非常通信設備維持管理事業。 

  デジタル防災行政無線の整備の内容はとの質疑に対して、県と共同利用しているもので、

現場等に持っていく移動系の無線を整備した。デジタル無線機150台を１億373万円で購入し

たとの答弁があった。 

  ９款教育費。 

  ①旧稲取灯台について。 

  町の有形文化財に指定されている旧稲取灯台を観光パンフレットに掲載するなど、観光資

源として活用すべきではないかとの質疑に対して、新たな観光資源として注目されているは

さみ石に近いエリアでもあるので、パンフレット等に積極的に掲載していきたいとの答弁が

あった。 

  旧稲取灯台の管理について管理人の配置状況は、また施設について一部不良箇所が見受け
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られたが、それに対して対応はしたのかとの質疑に対して、管理はシルバー人材センターに

委託している。土日は施設内に管理人を配置している。施設修繕について職員ができること

は職員で行っている。空調施設の不具合は今後対応するとの答弁があった。 

  ②学力向上への取り組みについて。 

  全国学力テストの結果を踏まえ、学力向上のための経費が25年度決算にあらわれている内

容があれば教えてもらいたいとの質疑に対して、26年度より先生方を指導する指導主事が県

費で配置されている。また教諭以外に必要に応じて支援員を配置しているとの答弁があった。 

  11款公債費。 

  ①地方債（町の借金）の残高について。 

  24年度末と比べて地方債（町の借金）の残高が増加した理由はとの質疑に対して、残高が

増加した理由は、デジタル行政無線の整備、北川地区・片瀬地区の防災拠点施設の整備、奈

良本地区避難地と稲取地区災害対策本部代替施設の設計委託等の防災に関連する事業を行っ

たためである。健全化判断比率のうち将来負担比率が伸びているが、必要な事業は借り入れ

を起こしてもやらなければならないので、今後も身の丈に合った財政運営をしていきたいと

の答弁があった。 

  （２）その他質疑の対象となった事項については、２款から９款までの中にありましたけ

れども、一応割愛させていただきます。 

  以上のとおり、本委員会での質疑の要旨を掲載し、全会一致で原案を認定すべきものと決

定したことを報告します。 

  よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） これより、一般会計決算審査特別委員長の報告に対する質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。ただいま議題となっております議案第33号 平成25年度東伊豆町一般会計

歳入歳出決算認定についてを採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお
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り認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

 

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

 

◎日程第２ 議案第３４号 平成２５年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第３ 議案第３５号 平成２５年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 

◎日程第４ 議案第３６号 平成２５年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

◎日程第５ 議案第３７号 平成２５年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決

算認定について 

◎日程第６ 議案第３８号 平成２５年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

◎日程第７ 議案第３９号 平成２５年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第２ 議案34号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定についてから日程第７ 議案第39号 平成25年度東伊豆町水道事業会計決算認

定についてまで、以上６件を一括議題といたします。 

  特別会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 

  １番、須佐さん。 

（１番 須佐 衛君登壇） 

○１番（須佐 衛君） 平成26年９月29日。東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。特別会計決算審

査特別委員会委員長 須佐 衛。 

  特別会計決算審査特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したから会議規則第77条の規定に

より報告します。 

  記。 

  事件の番号、件名、審査の結果の順に御報告申し上げます。 
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  議案第34号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案

認定。 

  議案第35号 平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、原

案認定。 

  議案第36号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案認定。 

  議案第37号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について、原案認

定。 

  議案第38号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について、原案

認定。 

  議案第39号 平成25年度東伊豆町水道事業会計決算認定について、原案認定。 

  次のページをおめくりください。 

  特別会計決算審査特別委員会に付託された 

  １、議案第34号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  ２、議案第35号 平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

  ３、議案第36号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

  ４、議案第37号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

  ５、議案第38号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について 

  ６、議案第39号 平成25年度東伊豆町水道事業会計決算認定について 

  審査の対象となった主な事項を重点的に報告します。 

  １、会議回数、月日、場所、出欠席委員、以下２ページまで割愛させていただきますので、

ごらんください。 

  ３ページにまいります。 

  ２、審査の要旨。 

  １、平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  歳入。 

  ①収納率は何％となったのか、また予算では現年度収納率を何％で見込んだのか。 

  現年度分89.36％、滞納繰越分14.6％、予算は一般90％、退職94％で見込んだ。 

  ②国保財政は厳しいが、いつから広域化になるのか。 

  平成30年度を目標に国が法案を提出する予定。現在、広域化に向け部会で協議している。
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収納率が悪い問題は、伊豆東海岸は住民異動が激しいことも原因かと思う。 

  ③住民異動が激しいのは、ある意味で納税意識が低いのではないか。その意識を直さない

と広域化になっても収納率は悪いと思うが。 

  広域化になっても収納業務は市町となる。一定の収納率に達しない場合、分賦金を支払う

ことになる。 

  ④不納欠損の中で、第18条（時効）304件2,870万7,712円は納税者が転出したものなのか。 

  町外に転出した者もいる。304件のうち262件は執行停止後３年間経過したもの。残りの42

件は分納をお願いしたが、税を徴収できなかった分である。 

  ⑤保険税の収納未済額で現年度分は5,499万4,555円、滞納繰越分は２億563万5,137円だが、

滞納者の所得の状況は。 

  現年度分の滞納世帯535世帯の所得区分は、給与所得323世帯、営業所得58世帯、農業所得

３世帯、事業所得６世帯、その他41世帯、所得なし37世帯、未申告67世帯となっている。 

  所得では、所得なし183世帯、50万円未満78世帯、50万円以上100万円未満116世帯、100万

円以上200万円未満110世帯、200万円以上300万円未満29世帯、300万円以上500万円未満18世

帯、500万円以上１世帯となっている。 

  歳出。 

  ①国保加入者は減少傾向にあるが、団塊世代が70歳代になると医療費が増加すると思うが

今後の見通しは。 

  毎年、国保加入者の180名前後が後期高齢者医療に移行しているので加入者は減少してい

る。団塊世代の医療費の増加もあるが、総体的に数年間は医療費の伸びはそれほどでもない

と予想している。 

  次のページをおめくりください。 

  ②70歳代を迎える団塊世代の医療費抑制のためにも健康増進係等と連携して事業を行うこ

とが大切ではないか。 

  医療費抑制については、課全体で連携し取り組んでいきたい。今後５から６年は団塊世代

の医療費が増加するのは確実。広域化になると県全体で案分して医療費を負担することにな

る予定。 

  ③人間ドックやかかりつけ医等の検査結果をもらえば、受診率アップになるのでは。 

  かかりつけ医については賀茂医師会にはお願いしている。 

  ④広域化にするに当たり、一般会計からの繰出金をなくそうとしている。デメリットがあ
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るのでは。 

  一般会計繰入金のうち法定外繰入はなくなる。しかし、法定繰入はなくならない。 

  （２）その他審議の対象となった事項。 

  ①趣旨普及費について。 

  ②健康づくり事業を国保で行っていることのＰＲについて。 

  ③人間ドック補助金について。 

  （３）意見。 

  国保会計は、安定というよりは一時的な小康状況にあると言える。被保険者は減少傾向に

あるとはいえ、団塊世代が前期高齢者の後半になってくると急激な医療費の増加が予想され

る。 

  健康増進は直接的には係の仕事ではないが、運動、睡眠、食事などさまざまな角度から町

民を健康にしていく事業を大きく展開する必要がある。 

  ついては、健康づくり課は運動や食事、健診などの各事業を統括している課であるから、

横の連携を密に、絶えず新たな視点を加えて事業を大きく推進すべきである。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と意見を付し、全会一致で原案を認定すべき

ものと決定したことを報告します 

  次のページをおめくりください。 

  ２、平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①普通徴収滞納者はどのような人か。 

  無年金者が多い。また、介護保険と後期高齢者の保険料を合計した金額が年金の50％を超

える人は普通徴収となる。 

  （２）その他審議の対象となった事項。 

  ①普通徴収割合の他市町比較について。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定し

たことを報告します 

  次のページをおめくりください。 

  ３、平成25年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  歳入。 
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  ①滞納者は国保と重複しているのか。 

  国保と重複していると思う。滞納者は無年金者などが多い。毎年、滞納者が増加している。 

  ②普通徴収の割合は。 

  14％で1,209人である。 

  ③不納欠損額が年々増加しているが、状況は。 

  不納欠損は時効によるものであるが、その内訳として、死亡16人57万5,400円、転出４人

12万2,500円、職権消除６人36万2,700円、生活困窮11人59万1,200円、その他21人127万100

円である。 

  ④地域支援事業交付金の算定基礎は。 

  地域支援事業交付金の国庫支出金負担割合は、介護予防事業では25.0％、地域支援事業は

39.5％、１月に事業費年間見込み額の申請により概算交付を受け、翌年度精算となる。 

  歳出。 

  ①要支援が町の事務になると仕事量が増えるのではないか。介護１、２は取り組み次第で

は重症化する。対応をどう考えているのか。 

  訪問通所介護事業者に委託。包括支援センターの強化を図っていかなければならない。ま

た、６期の計画に盛り込んでいかなければならないと思う。 

  ②生活支援、要支援が町単独事業になる意味は、一般会計で行っている事業を介護保険の

事業として取り扱うのか。 

  地域支援事業になり、平成29年度までには移行する予定。 

  ③保険給付費の減の内容は。 

  居宅介護サービス費と施設介護サービス費の利用者減による。 

  ④包括支援センター職員は事業量的には３人で足りるのか。 

  問題はない。事業量的には検討していかなければならないこともあるが、スリム化も必要。 

  ⑤包括支援センターで抱え込むことなく、社会福祉協議会等との連携が必要ではないか。 

  地域包括支援センターの使命は支援者を増やしていくことが大事。認知症へのこれからの

対策等について仲間になった人と頑張りたい。社会福祉協議会とはいきいきサロン等で連携

している。 

  次のページをおめくりください。 

  ⑥介護サービス、地域支援事業の充実・拡大、課の連携、計画立案は。 

  健康増進係との連携はとっている。８事業への参加者が少ないので、参加者をどう増やし
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ていくか模索している。特に高齢者男性の参加が少ない問題もある。 

  （２）その他審議の対象となった事項。 

  ①諸支出金の増の内容について。 

  ②高齢人口の推移と動向について。 

  ③施設給付費の減について。 

  ④施設利用割合、居宅利用割合の他市町との比較について。 

  ⑤事業所の増加と介護事業所新規申請について。 

  （３）意見。 

  介護保険制度は、さらに進む高齢化と法律改正による影響が懸念されるので、町の重要課

題として取り組む必要がある。 

  今後、策定される高齢者保健福祉計画では高齢化や法律改正の課題をよく分析し、町民が

老後を安心して暮らせるよう整備することを求める。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と意見を付し、全会一致で原案を認定すべき

ものと決定したことを報告します 

  次のページをおめくりください。 

  ４、平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①天草の水揚げが増加しているが、要因は。 

  天候に恵まれ、操業日数が増加したことによる。 

  ②天草漁を行っているのは１そうのようだが、これから増える予定は。 

  現在、漁を行っている人も高齢であるので、今後はダイバーを雇って漁を行う予定と管理

会から聞いている。 

  ③稲取旅館組合への土地貸付料だが、いつまで貸し付けは続くのか。 

  賃貸契約の期間は平成36年10月まで。賃貸料は徐々に下がる契約。 

  （２）その他審議の対象となった事項。 

  なし。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定し

たことを報告します 

  次のページをおめくりください。 

  ５、平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について。 
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  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①売電価格の契約内容は。 

  固定価格買い取り制度にて承認を受けたため、期間は通常20年契約だが、建設してから10

年経過しているため、残り10年契約。単価は変わらない。 

  ②取り壊すときの費用を考えると、基金積立が余り伸びていないが。 

  平成25年度は、一般会計への繰出しは小水力・温泉発電事業等があったが、今後の一般会

計への繰り出しは大きな事業計画がないため、積み立てを増やしていきたいと考えている。 

  ③小水力発電事業等に繰り出しているが、繰り出し効果がないのではないか。 

  小水力、温泉熱、風力発電施設への研修視察が、３月から９月まで140名程度来ている。

視察来町効果があると考える。 

  ④売電設備稼働率62.9％だが、３号機がとまっているときがあると感じるが。 

  落雷により３号機のブレード（羽根）を１枚交換した。前のより重量が少し重くバランス

が悪い。１、２号機が回っていても３号機が回らない場合がある。三菱重工業（株）は問題

ないと言っている。また、場所的にも少し風が弱いこともある。 

  ⑤修繕費が金額的に大きいが、部品交換等があったのか。 

  主に、ブレードの交換で3,885万円支出したが、費用は保険で賄われた。また、保安管理

委託料は2,200万円支出したが、部品の交換などもあり高い年度であった。 

  （２）その他審議の対象となった事項。 

  ①風車見学会について。 

  ②風車への道路について。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と全会一致で原案を認定すべきものと決定し

たことを報告します。 

  次のページをおめくりください。 

  ６、平成25年度東伊豆町水道事業会計決算認定について。 

  （１）主な質疑の対象となった事項。 

  ①不納欠損の状況と平成25年度未収金はどのようになっているのか。 

  不納欠損は67件で437万3,159円、このうち破綻決定が１件約34万円、時効によるものがホ

テル、旅館で２軒、この３件で84％を占めている。 

  また、未収金は5,597万1,080円で、内訳として現年度分が2,054万7,670円、過年度分が

3,542万3,410円である。 
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  ②不納欠損についての考えは。 

  法的に判決が出たものは、その都度行っている。それ以外のものは時効を待って不納欠損

処理を行っていく。 

  ③現年度分滞納者について、どのような対応をとっているか。 

  現年度分の収納率は94.8％で前年度対比４％上昇。督促、停水予告、予告通知（年３回）、

停水の順となる。悪質滞納者にはその都度行っている。 

  ④予算の業務予定量は毎年ずれている。期待値がのっているのでは。 

  国の経済政策で予定量が伸びることを期待したことと、赤字予算は組めないので、ある程

度の期待値も含まれている。 

  ⑤使用水量の落ち込みと損益悪化の原因は。 

  観光客数が減少し82万人台となった。また分譲地内の大規模な保養所の閉鎖や分譲地の本

管布設がえによる使用水量の減。さらに円安、原油価格の高騰により電気料金が上昇した影

響により損益が大幅に悪化したと考える。 

  ⑥業種別給水比率について。 

  上水道は家庭用37.6％、営業用43.9％、マンション・分譲地用15.7％。６割方は大口使用

者。簡易水道（大川地区）は、家庭用は49.8％、マンション用32.4％、営業用16.3％となっ

ている。 

  ⑦苦しい水道会計の中、百山荘の処分について。 

  平成17年度に7,500万円で購入したものであるが、よい売却先があれば処分したい。 

  ⑧事業費用、配水及び給水費が11.8％増加している内容は。 

  動力費、ＰＣＢ処理委託費250万円、計装設備点検委託料262万円、メーター交換委託料が

大きく増加したことが原因。 

  （２）その他審議の対象となった事項。 

  ①使用量増による補正対応について。 

  ②マンションの異動状況について。 

  ③上水道・簡易水道の分類について。 

  次のページをおめくりください。 

  ④浄水場修繕費について。 

  ⑤メーター交換について。 

  （３）意見。 
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  水道事業は、町民の暮らしと生業を支える水を安定して供給することを責務としているが、

東海地震の提唱から30年以上経過し、現在は南海トラフによる巨大地震による被害想定が出

されている。 

  浄水場を初め配水タンク、配水・送水管など水道施設の多くが、昭和40年代に整備されて

いる。その中の一部には耐用年数を超えるものがある。また、ほとんどの施設が耐震補強さ

れていない。 

  ついては、財政面で非常に厳しい状況であるが、老朽化した施設の改良や耐震化を大きな

課題とし、計画的に安定した水道事業の継続に取り組んでいただきたい。 

  以上のとおり、主な質疑の対象となった事項と意見を付し、全会一致で原案を認定すべき

ものと決定したことを報告します。 

  以上で終わります。 

○議長（鈴木 勉君） お諮りします。日程第２ 議案第34号から日程第７ 議案第39号まで

の平成25年度特別会計及び水道事業会計の決算６件について、一括質疑とすることにしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、議案第34号から議案第39号までを

一括質疑といたします。 

  それでは、議案第34号から議案第39号までについて、特別会計決算審査特別委員長の報告

に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 委員長報告の中で、ちょっと疑義を感じるところがございますので

お尋ねをしたいというふうに思います。 

  まず、４ページのところ、その他審議の対象となった事項というのが（２）でございます

けれども、これは質疑ということではなく審議ということ、この辺の違いが一つわかりませ

んのと、あとそのほか５ページにも同じように主な質疑の対象となった事項（１）、（２）

にその他審議の対象となった事項というようなことで、この辺のちょっとニュアンスの違い

を伺えればというふうに思いますけれども。後半部分でも何点か、その辺の９ページも同じ

く、その他審議の対象となった事項というふうになっておりますし、10ページもそうなんで

すけれども、質疑というふうなことの誤りなのか、質疑と審議というようなことで、あえて

記載が違っているというその辺のニュアンスを伺いたいというふうに思います。 
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○議長（鈴木 勉君） 答弁を求めます。 

  １番、須佐さん。 

○１番（須佐 衛君） 確かに今12番さん言われたように、質疑、質疑応答という形での議論

が交わされたわけなんですけれども、今回審査ということで、私のほうではこの案件をまと

めるときに当たりまして、審議という形でまとめさせていただきました。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 今御説明いただきましたけれども、いまいちちょっとわからない。

質疑と審議、あえて記載が別になっているというようなことが、ちょっと私としてはなかな

か納得いかない点で、質疑でいいのではなかろうかなというふうに思いますけれども、副委

員長の見解などがもし伺えればというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

○１番（須佐 衛君） 確かに質疑という形で締めくくり、質疑の対象となった事項と意見を

付しという形で原案の認定を決定したと報告させていただきましたが、今回審査の要旨とい

うことで、審査という形のものにおいて、その他の審査内容ということに関しては審議の対

象という形で記させていただいたという形になります。ご了解いただければと思います。 

○議長（鈴木 勉君） それでは、ほかに質疑ございませんか。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） 私は、議案第39号の水道会計についての点でわからないところがあり

ますので質問させていただきます。 

  昨年は大幅な損失、純損失が3,095万円を計上しているということなんですが、これに関

してさまざまに審議されたと思うんですが、その中で昨年のたしか予算ではなかったかと思

うんですが、稲取地区で水源探査を行うということがあったかと思うんですが、それなんか

の費用等はどこに反映されているのか。 

  先ほど浄水の費用、これらが配水及び給水費が11.8％増加しているというふうに伺ったん

ですが、そのほかの部門、原水及び浄水費とかそういうところにあるのかどうか、その辺の

赤字の原因等々について、もう少し突っ込んだ質疑があったのかなというふうに思いますの

でお伺いしたいと思います。よろしくどうぞ。 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

○１番（須佐 衛君） 確かに今６番議員さんが言われたように、今回のその赤字ということ
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に関して厳しい審査が行われたわけですが、それに関してその項目別にどこにそれがあるの

かという形のものまでは審査し切れませんでした。 

  ただ、今後もそういった探査事業等について、私ども担当委員会ですので、その辺のとこ

ろをしっかりと見ていくという形のことで質疑をしたという形になっております。 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） １番、須佐さん。 

○１番（須佐 衛君） ここで副委員長の同席を求めたいんですが、よろしいでしょうか。 

○議長（鈴木 勉君） 副委員長の同席ですか。 

○１番（須佐 衛君） はい。 

○議長（鈴木 勉君） お座りください。 

  だたいま、特別会計決算審査特別委員長の１番、須佐さんから、副委員長の同席を求めら

れましたので、これを許可いたします。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 今の質問ですけれども、これはやっぱり公営企業として３条予算、

４条予算があるわけで、今回の決算において赤字だというのは、３条の収益的な部分におい

て赤字があったと。これについてはその要因としての電気料の値上げまた業務量の減少とい

う問題からその赤字がありました。 

  しかし、今、藤井議員が言われましたようなものについては４条の部分でありまして、資

本的支出等の内容でございまして、この４条関係については赤字ではございませんので、そ

ういう問題についてそれ以上の審議はなかったと。この３条と４条の関係で分けてお考えい

ただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありますか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより、議案第34号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて討論に入ります。討論ありませんか。 

  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） 私は今、委員長並びに副委員長の答弁の中で、３条の中とかあるいは

４条の中というふうな形で答弁いただいたんですが、私はこれに関して審査し切れなかった

というようなことが答弁ありましたので、私はこれについて反対したいと思います。 
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○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４３分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

  それでは、最初からさせていただきます。 

  これより、議案第34号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第34号 平成25年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

り認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第35号 平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第35号 平成25年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

り認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第36号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論

に入ります。討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第36号 平成25年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

り認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第37号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について討

論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第37号 平成25年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

り認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第38号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定について

討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより、議案第38号 平成25年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて採決します。 

  この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお

り認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。したがって、本案は認定することに決しました。 

  次に、議案第39号 平成25年度東伊豆町水道事業会計決算認定について討論に入ります。

討論ありませんか。 
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  ６番、藤井さん。 

○６番（藤井廣明君） 私先ほど質問して、これ伊豆新聞等にも発表されているわけですけれ

ども、本年度は3,000万円以上の赤字を囲ったというふうに発表されているわけです。 

  先ほど副委員長の答弁ですと赤字ではないというようなことで、ここにそごがあるわけで

すが、町民一般は3,000万円以上のこれは赤字だったんだというふうに考えているわけで、

それについてどのような形で赤字がこれだけ増大したのかと。単に給水人口が減ったとか、

ホテルの倒産があったというだけではないのではないかということで、１つには水源探査の

問題なんかもその費用なんかはどこに反映されているのかというふうに尋ねましたところ、

それに関しては十分な審査をし切れなかったというような答弁もありましたので、私はもう

少しこれに関しては審査をすべきではないかというふうに考えますので、本案件に関しては

反対いたします。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま反対者の答弁がございました。 

  次に、賛成者の討論がございますか。 

  ３番、飯田さん。 

○３番（飯田桂司君） 今、藤井議員のほうから水道事業の審査についてのお話がありまして、

反対ということでありましたけれども、委員会としてこれには載っておりませんけれども、

審査の対象にはなっておらないところもあるわけですけれども、現状は町の現状を考えたと

きに、やはりホテルを含め入客等を含めて、やはり大変な減収があるなと。 

  まして水道の探査等についても町当局に上げてあるわけですけれども、これについて見合

わせると。三号井等について近くに探査をしようということで、奈良本、稲取をやったわけ

ですけれども、これが失敗に終わったわけですけれども、やはりこれからの水道事業につい

ては、やはり探査を行って水道事業を行っていくような方向にしていただきたいと思います

ので、私は今回のこれについては賛成をいたします。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論ございますか。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 私は審査してきた者として賛成をしたいと思います。 

  やっぱりしっかりとした理由があることについて反対を受けるということについては、こ

れは意見の違いもあろうかと私は思います。 

  しかし、今回の水道事業の赤字というのが３条において起きた赤字であること、水道事業

における本質的な問題についていえば、財政健全化比率等の指標も全て４条における資金の
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ところにおいて財政判断がされていくのが水道事業会計であろうと私は思います。そういう

点では３条の赤字、これは先ほども言いましたように、使用料の減少、動力費等による増、

また大変大きくなってきた減価償却費等数字に出ないもの、こうしたものが３条において起

きている中で赤字になったと。その中で、今後の施設整備を含めた水道事業をどう運営して

いるかということで、我々はその点についての意見も付したわけでありまして、現状におい

て審議が不十分であるとか、そういう問題ではないと思いますし、その水源探査等の４条関

係のものと３条を混同されて議論をして反対だと、こういう議論では水道事業の本質的な問

題の審議に至っていない。 

  そういう点では、私はその３条における問題点、４条における問題点については委員会に

おいてしっかりと審議をしてきた、それについて必要なことについて意見を付してあるとい

う点を含めまして、不十分な点はないというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論ございますか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これで討論を終結します。 

  これより、議案第39号 平成25年度東伊豆町水道事業会計決算認定について、この採決に

ついては起立によって行います。 

  委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（鈴木 勉君） 起立多数です。お座りください。よって、本案は原案のとおり認定さ

れました。 

（何事か言う声あり） 

○議長（鈴木 勉君） すみません。読み直します。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり認定されました。 

  それでは、暫時休憩をいたします。11時15分まで休憩をさせていただきます。よろしくお

願いします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時１２分 
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○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

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

 

◎日程第８ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第８ 陳情・要望書等の審査についてを議題とします。 

  審査を付託した総務経済常任委員長の報告を求めます。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 当委員会に付託がありました４件につきましては、報告書を朗読さ

せていただきまして結果とさせていただきます。 

  平成26年９月29日。東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。総務経済常任委員会委員長 山田直

志。 

  陳情・要望書等審査報告書。 

  本委員会に付託された陳情・要望書等を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規

則第94条第１項の規定により報告します。 

  受理番号、付託年月日、件名、審査結果の順で朗読をいたします。 

  受理番号87番、平成26年９月11日、「労働者保護ルールの見直しに関する意見書」提出に

関する要望書、採択。 

  137号、平成26年９月11日、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係

る国の財政上の特別措置に関する法律」の延長に関する意見書の提出について、採択。 

  147号、平成26年９月11日、軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求

める陳情、採択。 

  161号、平成26年９月11日、「集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に反対する意見書」

の提出に関する要望について、不採択。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま、総務経済常任委員長より報告のありました陳情・要望書等

の審査報告について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより陳情・要望書等の審査報告について採決します。 

  本件に対する委員長の審査報告は採択３件、不採択１件です。この審査報告については、

委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査についは委員長

の報告のとおり決しました。 

 

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

 

◎日程第 ９ 意見書案第２号 労働者保護ルールの見直しに関する意見書につい

て 

◎日程第１０ 意見書案第３号 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整

備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法

律」の延長に関する意見書について 

◎日程第１１ 意見書案第４号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改

正などを求める意見書について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第９ 意見書案第２号 労働者保護ルールの見直しに関する意見

書について、日程第10 意見書案第３号 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整

備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の延長に関する意見書について、日程第

11 意見書案第４号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める意見

書についてを一括議題といたします。 

  提出者より順次提案理由の説明を求めます。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 先ほど報告しました陳情・要望等でございました採択と決した３件

につきまして、委員長及び副委員長が賛成者、提出者ということで提案をさせていただきま

す。一括していきますが、それぞれ朗読をもって提出とさせていただきます。 
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  意見書案第２号 労働者保護ルールの見直しに関する意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、労働者保護ルールの見直し

に関する意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成26年９月29日提出。 

  東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 山田直志。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 須佐 衛。 

  次をお開きください。 

  労働者保護ルールの見直しに関する意見書（案） 

  現在、国においては成長戦略の中で「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカラー・エグゼ

ンプション（労働時間規制適用免除制度）」の導入、「限定正社員」の普及、労働者派遣法

の見直しなどといった労働者を保護するルールの見直しなどの議論がなされているが、国民

の大多数が雇用関係のもとで働いている中、これらは雇用を不安定にし、国民生活の安定や

経済の好循環に逆行する懸念がある。 

  雇用問題は、「働かせ方」「働き方」という当事者の問題にとどまらず、社会や地域、家

庭の在り方につながる諸問題を含んでいる。例えば、派遣や期間労働者が、労働者全体の

19.2％となっており、特に25～34歳の若年層で30.3％と高くなっている。「2013総務省（労

働力調査（詳細集計））」こうしたことが、格差の拡大や貧困化を生んでおり、若年層の非

婚化の一因となっていることなどである。また、収入の減少による旅行回数の減少や旅行形

態の変化なども起きており、観光産業のデフレ状況は深刻のまま推移している。 

  よって、国においては労働者・国民が安心して働くことができるよう、下記の事項につい

て強く要望する。 

  記。 

  １、不当な解雇として裁判で勝訴しても、企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされ

てしまう「解雇の金銭解決制度」及び長時間労働を誘発する恐れのある「ホワイトカラー・

エグゼンプション」の導入や、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」制度

の普及などは、労働者・国民の意向を踏まえ、慎重に対処すること。 

  ２．労働者派遣法の見直しは、低賃金や低処遇のまま派遣労働の拡大につながりかねない

ことから、より安定した直接雇用への導入と処遇改善に向けた制度を整備すること。 

  ３、雇用・労働政策は、国際労働機関（ＩＬＯ）の国際条約を批准し、三者構成の原則に
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そって行うこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成26年９月29日 

  静岡県東伊豆町議会。 

  提出先につきましては、別紙に添付したとおりでございます。 

  意見書案第３号 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律」の延長に関する意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、「地震防災対策強化地域に

おける地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の延長に関する意

見書を別紙のとおり提出する。 

  平成26年９月29日提出。 

  東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 山田直志。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 須佐 衛。 

  一枚おめくりください。 

  「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関

する法律」の延長に関する意見書（案） 

  南海トラフ・東海地震など想定される巨大地震に備えて、地震防災対策強化地域である本

町では、静岡県が作成した「静岡県第４次地震被害想定」「地震対策緊急整備事業計画」に

基づき、各分野にわたり地震対策を講じているところである。 

  この地震対策緊急整備事業計画は平成26年度末で期限切れを迎えるが、巨大地震による新

たな被害想定が発表され、計画は補充され抜本的な見直しが不可欠の状況にある。 

  とりわけ、東日本大震災を初めとする近年の国内外における大地震により得られた教訓を

踏まえ、県及び市町が一体となって緊急輸送道路・津波防災施設・山崩れ防止施設・避難

地・避難路・消防施設の整備、公共施設の耐震化等をより一層推進する必要性が生じている。 

  したがって、南海トラフ・東海地震等による災害から地域住民の生命と財産の安全を確保

するためには、地震対策緊急整備事業計画の充実と期間の延長を図り、これらの事業を迅速

かつ的確に実施することにより、地震対策の一層の充実に努めていかなければならない。 

  よって国においては、地震対策緊急整備事業計画の根拠となっている「地震防災対策強化

地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」を延長する



－267－ 

ように強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成26年９月29日 

  静岡県東伊豆町議会。 

  送付先につきましては、その裏に添付してございます。 

  次に、意見書案第４号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める

意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、軽度外傷性脳損傷の周知、

及び労災認定基準の改正などを求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成26年９月29日提出。 

  東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 山田直志。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 須佐 衛。 

  次をおめくりください。 

  軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求める意見書（案） 

  軽度外傷性脳損傷は、交通事故や高所からの転落、転倒、スポーツ外傷などにより、頭部

に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が断裂するなどして発症

する病気である。 

  この病気はＭＲＩなどの画像検査だけでは異常が見つかりにくいため、労災や自賠責保険

の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケースもある

のが現状である。 

  主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下を初め、てんかんなど

の意識障害、半身麻痺、視野が狭くなる、におい、味がわからなくなるなどの多発性脳神経

麻痺、尿失禁など複雑かつ多様であるが、本人や家族、周囲の人たちもこの病気を知らない

ために誤解が生じ、職場や学校において理解されずに、悩み、苦しんでいるケースが多々あ

る。 

  しかし、世界保健機関（ＷＨＯ）において定義づけがなされており、他覚的、体系的な神

経学的検査及び神経各科の裏づけ検査を実施すれば、後からでも外傷性脳損傷と診断するこ

とができると言われている。 

  また、交通事故やスポーツ外傷により子供たちが軽度外傷性脳損傷を発症する可能性もあ
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り、国民を初め教育機関への啓発・周知が重要と考える。 

  よって、国・政府等関係機関が、現状を踏まえ下記の項目について適切な措置を講じるよ

う強く求める。 

  記。 

  １、業務上の災害または通勤災害により軽度外傷性脳損傷となり働けない場合、労災の障

害（補償）年金などが受給できるよう、労災認定基準を改正すること。 

  ２、労災認定基準の改正に当たっては、他覚的・体系的な神経学的検査法など、画像にか

わる外傷性脳損傷の判定方法を導入すること。 

  ３、軽度外傷性脳損傷について、国民を初め教育機関などへの啓発・周知を図ること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成26年９月29日 

  静岡県東伊豆町議会。 

  送付先につきましては、その裏に添付してございます。 

  以上、３件の意見書でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（鈴木 勉君） これより意見書案第…… 

（「暫時休憩をお願いいたします」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２７分 

 

再開 午前１１時２７分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 意見書案の第３号のところで、送付先の内閣府の特命担当大臣のお

名前のほうがちょっと間違えてございました。山谷大臣ということでございますので。 

  送付先ということでございますけれども、一応訂正をしていただきたいと思います。 

○議長（鈴木 勉君） これより、意見書案第２号から意見書案第４号までの意見書案３件に

ついて、一括質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（鈴木 勉君） 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、意見書案２号、３号、４号、３件について各号ずつ討論をいたします。 

  それでは、第２号 労働者保護ルールの見直しに関する意見書についての討論に入ります。

討論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 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、意見書案第２号 労働者保護ルールの見直しに関する意見書についてを採決し

ます。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、意見書案第３号 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る

国の財政上の特別措置に関する法律」の延長に関する意見書についての討論に入ります。討

論はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 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、意見書案第３号 「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係

る国の財政上の特別措置に関する法律」の延長に関する意見書についてを採決します。本案

は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、意見書案第４号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求め

る意見書についての討論に入ります。討論ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 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、意見書案第４号 軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定基準の改正などを求

める意見書についてを採決します。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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１２ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第12、引き続き、陳情・要望書等の審査についてを議題とします。 

  審査を付託した文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） それでは、平成26年９月29日。東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。文教

厚生常任委員会委員長 内山愼一。 

  陳情・要望書等審査報告書。 

  本委員会に付託された陳情・要望書等を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規

則第94条第１項の規定により報告します。 

  受理番号、付託年月日、件名、審査の報告で説明します。 

  146番、平成26年９月11日、奨学金制度の充実及び見直しを求める意見書採択のお願い、

継続審議。 

  160、平成26年９月11日、「手話言語法制定を求める意見書の採択を求める」要望につい

て、採択いたしました。 

  以上、報告いたします。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま文教厚生常任委員長より報告のありました陳情・要望書等の

審査報告について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより陳情・要望書等の審査報告について採決します。 

  本件に対する委員長の審査報告は採択１件、継続１件です。 

  この審査報告については、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、陳情・要望書等の審査については委員

長の報告のとおり決しました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１３ 意見書案第５号 「手話言語法」制定を求める意見書について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第13 意見書案第５号 「手話言語法」制定を求める意見書につ

いてを議題とします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  ２番、内山さん。 

（２番 内山愼一君登壇） 

○２番（内山愼一君） 意見書案第５号 「手話言語法」制定を求める意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、「手話言語法」制定を求め

る意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成26年９月29日提出。 

  東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 内山愼一。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 居山信子。 

  それでは意見書の説明をします。次のページです。 

  「手話言語法」制定を求める意見書（案） 

  手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文

法体系を持つ言語である。手話を使う聴覚障害者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同

様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。 

  しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた

長い歴史があった。 

  2006（平成18）年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であるこ

とが明記されている。 

  障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011（平成23）年８月に

成立した「改正障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）

その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。 

  また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話

が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、



－272－ 

手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環

境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。 

  よって、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求める。 

  記。 

  手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身

につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することの

できる環境整備を目的とした、「手話言語法（仮称）」を制定すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成26年９月29日 

  静岡県東伊豆町議会。 

  提出先は、次のページに一覧が載っておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（鈴木 勉君） これより、意見書案第５号 「手話言語法」制定を求める意見書につ

いての質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより意見書案第５号 「手話言語法」制定を求める意見書についてを採決します。本

案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 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。 

 

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

 

◎動議の提出 

（「議長、動議」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） ただいま、12番、居山さんより動議が出されましたので、その動議の

内容について説明をお願いいたします。 

  12番、居山さん。 
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○１２番（居山信子君） 本日の日程第14に意見書案第６号が提出をされておりまして、見ま

すところ本日付で提出がなされておりますけれども、これの取り扱いについてですけれども、

本来ならば議運に諮るなり、あるいは担当委員会でそれを審議するなりというような形で審

議をしていくということになろうかと思いますけれども、これが手続上問題がないのかとい

うふうなことを伺いたいというふうに思うんですけれども。 

  また、こういう形で出てくる意見書について、今後もこの取り扱い上、当日出たものに対

して、この本会議上で審議をするというふうなことになっていくのかどうなのか。過去に余

りこういう例がなかったように思いますもので、その議会のルール上問題がないかどうかを、

議長、確認していただくということ、いかがでございましょうか。それについての動議でご

ざいます。 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４１分 

 

再開 午前１１時４６分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

  ただいま12番の居山さんより動議が出されまして、意見書案第６号に対するルール上の問

題を指摘されたわけでございます。 

  この意見書第６号につきましては、議運にかからなくても提案をするという形ができる形

になります。ですから、ただいま居山さんから動議が出ましたことにつきましては、この意

見書案第６号の提案理由の説明がございますから、そのときの質疑と討論の中で、よろしく

お願いをしたいとお願いいたします。 

 

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

 

○議長（鈴木 勉君） それでは、文章を少し戻させていただきます。 

  これより、意見書案第５号 「手話言語法」制定を求める意見書についてを採決します。

本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（鈴木 勉君） 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 意見書案第６号 来年度の消費税１０％実施の見送りを求める意見

書について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第14 意見書案第６号 来年度の消費税10％実施の見送りを求め

る意見書についてを議題とします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 意見書案第６号の提出につきまして、朗読をもって提出をさせてい

ただきます。 

  来年度の消費税10％実施の見送りを求める意見書について。 

  地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、来年度の消費税10％実施の

見送りを求める意見書を別紙のとおり提出する。 

  平成26年９月29日提出。 

  東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。 

  提出者 東伊豆町議会議員 山田直志。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 須佐 衛。 

  賛成者 東伊豆町議会議員 内山愼一。 

  一枚おめくりください。 

  来年度の消費税10％実施の見送りを求める意見書（案） 

  アベノミックスで、「経済は緩やかな回復基調にある」とはいうものの地方への効果は少

なく、期待された賃金アップも主要企業の賃上げ率でさえ、2.12％と消費税率を上回れては

いない。年金支給額に至っては0.7％減額される事態が生じている。個人所得は伸び悩み、

加えて、社会保障費の負担増と消費税の８％への増税によって国民・町民の暮らしも営業も

耐え難い負担に喘いでいる。さらに円安が続き、ガソリン、乳製品、小麦など生活に関する

あらゆる物の値段が上がり、観光業や農林水産業など地域経済と町民生活に大きな負担が強

いられている。 
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  こうしたことから、町内経済は観光客の減少や売り上げの落ち込みなどから旅館や商店の

廃業に歯止めがかからない。さらに、農業の中核となっている施設園芸でも、みかんを中心

に作付け面積の減少が進んでいる。 

  主要産業である観光業のお客さんは、社会で働く労働者であり、商売を営んでいる自営業

者、年金生活者など国民である。 

  不十分な賃上げと社会保障費の負担増、また、年金の削減などで国民の個人消費が冷え込

み続けていることは、観光などで成り立つ町にとっては極めて深刻な事態であると言わざる

を得ない。 

  政府は、年末までに消費税をさらに２％上げる判断をすることになっている。経済の中心

である個人消費が落ち込み続ける中で、更なる増税を行うことは日本経済のみならず国民生

活と町経済を破滅に陥れるものである。 

  現状は、消費税の値上げが必要だと考えている人でさえ、来年10月からの消費税増税には

賛成できないとの声を上げている。 

  よって、政府は地方経済の深刻な状況を十分に把握され、来年10月からの消費税の10％へ

の増税を見送られるよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 

  平成26年９月29日 

  静岡県東伊豆町議会。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） これより、意見書案第６号 来年度の消費税10％実施の見送りを求め

る意見書についての質疑に入ります。質疑はありませんか。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 今回の意見書の提出ですけれども、当日提出というふうなことが議

会のルールとしてあったかなと。当然さまざまな角度から当議会の一つの意思表示として国

に意見を提出していくということにおきましては、余りにも拙速な意見書の提出ではなかっ

たかなと。そういう意味でもう少し早目に出すべきだというふうに思います。 

  今後、こういう形で議会の運営がなされるというふうなことは、私は非常に問題であると

いうふうに、まず申し上げなければいけないというふうに思います。 

  今テレビをつけてもこの問題についていよいよ議論がなされていくわけですけれども、さ

まざまな経緯は皆さん御存じのとおりで、社会保障費の年間１兆円の赤字というようなこと
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から、安定的な社会福祉の財源を確保していかなければならないというようなことで、この

消費税の増税につきましては自公民というような形の中で合意がなされ、そしてまたそこの

中で選挙も行われてきたわけでございます。アベノミクス等々、今第一の矢、第二の矢とい

うようなことで当然放たれてはおりますけれども、ここへ来ましてさまざまな災害が突発的

に起こる中で、町民の皆様の消費への意欲みたいなものも当然落ち込んでいることかという

ふうに思います。 

  安倍首相が今後この経済の指標を見て、どのような判断をしていくのかということを注視

していかなければならないわけですけれども、じゃ、10％先送りをしたときに、どういう政

策というようなものが用意をされているのか。あるいは法律としてはもう既にこれが実施さ

れる状況にあるというふうに私は理解をされておりますもので、それにかわるものとしての

対応をどういうふうにしていくのかということが大変大事な点かというふうに思います。 

  ですので、心情としてはここに書かれているとおり、そうだなというふうに思うことは多

いわけですけれども、もっと国全体のさまざまな角度からの判断をしていかなければならな

いということにつきましては、今回のこの意見書についての提出の時期が余りにも拙速であ

るというようなことから、私はこれについて賛成できない立場で討論をさせていただきまし

た。 

（「質疑ですから、今」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論ございませんか。ごめんなさい。ほかに質疑ございません

か。 

（「質疑のはずだ」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 質疑を今求めております。 

  14番、山田さん。 

○１４番（山田直志君） 意見書の提出について、提出時期が拙速であるというふうな御指摘

がございました。 

  この意見書の提出につきましては、定例会前の議会運営委員会の段階で既に意見書の提出

をしたいということについて議会運営委員会にお話をし、その後、大綱質疑等の審査をする

段階で文書のほうは既に提出をしておりました。その後、議員、私もそうですけれども、議

席のほうに意見書については配付されていたものと私は理解しておりますし、提出日が29日

になるということについては、当然これを上程し、審議するのが最終日だということで29日

になっていると、こういう議会の事務的な手続の問題でございまして、拙速であるという御
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指摘については、そのような内容ではなかったというふうに解しておりますし、これはあく

までも議員としての議案提出権にかかわる問題であるというふうに私は思っております。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに質疑ありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 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。 

  12番、居山さん。 

○１２番（居山信子君） 先ほど全部申し上げたわけですけれども、大変申しわけございませ

ん。 

  議運のほうで果たしてこれが話題に上がったかどうかというふうなことは、確認をする余

地があろうかというふうに思います。それと同時に、もう少し議論をする場をしっかりとそ

れぞれの委員会等などで持つとか、あるいは今回こういう形で提出をされる、大変結構なこ

とではありますけれども、ごく一部のそういう思いの中で、当議会の総意を決めていくとい

うことがちょっと問題になるんではないかなというふうに私は感ずるところでございます。 

  いずれにしましても、来年の10月の導入10％時に軽減税率というものを導入していくとい

うことが条件としてあるわけです。しっかりその辺の対策をして、約束を取りつけて、そし

て経済の状況を見ながら、やはり決められたものを実行していくというふうなことになって

いかなければ厳しいのかなというふうにも思いますし、そうは言いましても経済の状況を見

たときに、このことが果たして今後の日本の経済をどういうふうに左右していくのかという

ことで非常に判断に苦しむところでございます。 

  いずれにしましても、今回のこの提出につきましては、時期も含めて時期尚早であるとい

う観点から私は賛成しかねないというふうに申し上げたいというふうに思います。 

○議長（鈴木 勉君） ただいま反対者の討論がございました。 

  次に、本案に賛成者の討論を許します。賛成者ございませんか。 

  １番、須佐さん。 

○１番（須佐 衛君） 私は今この意見書案第６号に関して賛成の立場で討論をさせていただ

きます。 

  この意見書の提出に当たっては、さまざま今12番議員さんが言われた点があろうかと思い

ますけれども、議長並びに提出者のほうからその辺の説明はあったかと思われます。 

  この消費税10％実施に関しましては、我々、ここで活動していますその場所が国政という
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場所から少し離れた地方でのその経済というものを十分理解しなければいけない立場にあっ

て、この意見書が提出されたものと思います。近々のその短観ですとか、ＧＤＰの指標を見

ましても非常に厳しい数字が公表されていると思います。また、この地方の生活はさらにも

っと厳しいというのが実感としてあるということです。 

  また、その軽減税率等のお話がありましたけれども、これも話には聞きますけれども、実

際にそういう形として、どういう形でそれが審議されていくのかということも見えてきてお

りません。 

  また、この消費税10％というものと引きかえに補正予算を組むなどという話も出ています

けれども、その辺も果たしてそれはいかがなものかというものを感じざるを得ません。 

  この時期尚早という話がありましたけれども、12月に首相が発表するというような話も聞

かれておりますので、この時期尚早という話はないものではないかと。今が時期的にはよろ

しいかと、そういうふうに思うところであります。 

  以上です。 

○議長（鈴木 勉君） ほかに討論ございませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより意見書案第６号 来年度の消費税10％実施の見送りを求める意見書については、

この採決は起立によって行います。この意見書案に賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（鈴木 勉君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎日程第１５ 常任委員会所管事務調査の報告について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第15 常任委員会所管事務調査の報告についてを議題といたしま

す。 

  本件について、総務経済委員長の報告を求めます。 

  14番、山田さん。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 所管事務調査の報告について、朗読をもって報告とさせていただき
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ます。 

  平成26年９月29日。東伊豆町議会議長 鈴木 勉様。総務経済常任委員会委員長 山田直

志。 

  所管事務調査の報告書。 

  本委員会に付託された所管事務調査について、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をいたします。 

  ２ページをお開きください。 

  途中は割愛させていただきます。 

  調査結果または概要（意見）。 

  ①観光商工課、ジオパークビジターセンターについて。 

  熱川温泉観光協会の事務所に併設された施設である。写真とモニターによる紹介をしてい

るが、町にあるジオ資源の紹介・展示など工夫をする必要がある。また、観光協会事務所に

併設されていることから、観光協会には案内や相談に対応できる人的なサポートの必要性を

感じる。 

  ②企画調整課、温泉熱発電・小水力発電について。 

  試行的に設置された温泉熱発電は導入水との温度差などの課題を抱えて、当初予定してい

た発電結果は得られていない。今後改良や改善で対応できるのか、廃止を含む見直しも避け

られない状況にある。 

  小水力発電は、小規模過ぎて発電の実態がよくわからない。看板を設置するなど見える化

を進めないと活用も検討しにくいと思われる。 

  ③建設産業課、けやき公園・きぼうの館について。 

  指定管理者によって管理と活用が進められている。清掃や施設管理は良好に行われている

が、足湯やきぼうの館の施設利用は依然として伸び悩んでいる状況にある。指定管理者が運

営努力でイベントの実施や物品販売、飲食の提供などをしているが、これだけでは利用の増

加は望めないので、町、指定管理者、奈良本区などで施設の利活用について協議、検討して

いくことが必要であると考える。軽微な作業、管理は、指定管理者の業務から分離し、福祉

施設などへの委託なども検討すべきである。 

  ④まとめ。 

  全体を通して、町が行おうとしている事業と地域とのコンセンサスが十分にとられていな

い。町は地域の実情を見て十分に意見交換をするなどして事業を行わないと、現場とのあつ
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れきを生じる。今回の場合でも、熱川温泉観光協会やきぼうの館管理者と継続した協議を図

り、施設についての有効活用と協力を得ることが肝要である。 

  以上でございます。 

○議長（鈴木 勉君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 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１６ 各常任委員会の研修視察計画について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第16 各常任委員会の研修視察計画についてを議題とします。 

  研修視察計画は、お手元に配付したとおりであります。 

  各常任委員長に対する質疑はありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（鈴木 勉君） 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（鈴木 勉君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  ただいま議題となっております各常任委員会の研修視察計画については、承認することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」という人あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本案は計画のとおり承認されました。 

 

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

 

◎日程第１７ 議会運営委員会所管事務調査について 

○議長（鈴木 勉君） 日程第17 議会運営委員会所管事務調査についてを議題とします。 

  内容としては、議会運営に関すること、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、以上の３点です。 
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  お諮りします。ただいま議題となっております議会運営委員会所管事務調査については、

議会運営委員会にこれを付託し、平成26年第４回定例会までに調査することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」という人あり） 

○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。議会運営委員会所管事務調査については、議会

運営委員会にこれを付託し、調査することに決定しました。 

 

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

 

○議長（鈴木 勉君） これをもちまして、本定例会に付議された…… 

（「休憩をお願いします」の声あり） 

○議長（鈴木 勉君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ０時０７分 

 

再開 午後 ０時１１分 

 

○議長（鈴木 勉君） 休憩を閉じ再開をいたします。 

  陳情・要望書等の審査の報告結果につきまして、文教厚生委員会に付託しております受理

番号146番、奨学金制度の充実及び見直しを求める意見書の採択につきましては継続審査と

いう形になっております。この審査の結果を第４回定例会までに審議をし、報告をしていた

だけるように、よろしくお願いをいたします。 

 

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

 

◎閉会の宣告 

○議長（鈴木 勉君） 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） 
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○議長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日で閉会することに決定

しました。 

  平成26年第３回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  御苦労さまでございました。 

 

閉会 午後 ０時１２分 
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