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開会

午前

９時３０分

◎開議宣告
○議長（高橋敬治君）

皆さん、おはようございます。

ただいま出席している議員は11名であります。
定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

◎議事日程説明
○議長（高橋敬治君）

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

◎一般質問
○議長（高橋敬治君）

日程第１、一般質問をおこないます。

一般質問は、通告順序に従い発言を許します。
なお、本定例会において、一般質問に対し町長に反問権を付与しております。

◇

堤

○議長（高橋敬治君）

豊

君
通告５番、堤豊君。

１番、堤豊君。
〔１番
○１番（堤

豊君）

堤

豊君登壇〕

ただいま議長の方から許可がおりましたので、壇上より一般質問をいた

します。よろしくお願いします。
一般質問通告書。
件名１、基幹産業である観光業について。
（１）旅行形態の変化、観光ニーズの多様化について。
（２）誘客宣伝のあり方について。
件名２、町道の道路補修について。
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（１）町道の整備状況について。
それでははじめます。
件名、基幹産業である観光業について。
（１）旅行形態の変化、観光ニーズの多様化について。
今年の夏がまもなく終ります。今年の夏は例年に比べ、車の往来も少なく、乗浜の海水浴
客も減少していると感じました。６月の定例会で、町長は観光客のニーズにマッチしたまち
づくりのため、来られた方にアンケートを調査するなど、いろいろな声をまず聞いて、何が
必要か、そして何を求めるかを調査することが先決と答弁されております。
以上をふまえて質問いたします。
①この夏に観光ニーズに対する調査等はおこないましたか。
②調査内容の結果はいかがでしたか。
③調査結果をふまえた町の対応策はいかがお考えですか。
（２）誘客宣伝のあり方について。
３年後に東京オリンピックの開催が予定されていますが、西伊豆方面も関連して誘客宣伝
活動をする必要があると思います。伊豆市では自転車関連のオリンピック競技の会場に選定
され、多くの自転車関連のお客さまや、そのほか観光客の来訪が期待されています。全国的
に関心度が高く、早急に誘客宣伝活動をする必要があると考えます。
以上をふまえて質問をいたします。
①伊豆市と共同による誘客宣伝活動するお考えはありますか。
②伊豆半島ではゆるキャラなどを活用して、観光ＰＲしている地域がありますが、今後西
伊豆町でも検討するお考えはありますか。
件名２、町道の道路補修について。
（１）町道の整備状況について。
当町の全域の町道を見渡しますと、ひび割れ、わだち掘れなど、舗装の老朽化が著しい状
況です。老人や、体の不自由な方の歩行に際しては、危険性の高い場所も散見され、事故が
起こる前に早急な対応が必要であると考えます。町では、整備計画に沿った対応をしていく
ものと考えますが、地区要望の緊急性も勘案して実施することも重要であります。
以上をふまえて質問いたします。
①国が定める統一基準により、５年に一度の点検が義務化されているが、その内容はいか
がですか。
- 70 -

②町全体で整備計画はあると考えますが、見直しはどのようにして実施しておりますか。
③町道の不備により、万が一事故があった場合の対応はどういたしますか。
④道路施設の維持をしていくためには、水道、温泉施設も一体として維持整備することを
必要と考えますが、町の考えはいかがですか。
以上、壇上よりの質問を終わります。ありがとうございました。
○議長（高橋敬治君）

町長。
〔町長

○町長（星野淨晋君）

星野淨晋君登壇〕

それでは堤豊議員の質問にお答えします。

まず大きな１点目、基幹産業である観光業について。
（１）旅行形態の変化、観光ニーズの多様化について。
①この夏に観光ニーズに対する調査をおこないましたかという質問でございますけれども、
就任から夏までの期間も短く、調査をするにも予算がない状況でございましたので、調査は
おこなっておりません。ただ、今年の夏季シーズンが終了いたしましたので、来年の対策と
ニーズに答えるためには、何が必要なのかを関係団体と協議する予定になっております。今
まではこうした意見集約や反省会などはおこなわれず、対策も立ててきてはおりませんでし
たが、何もしなければ議員がおっしゃるように、お客さまが減ったという状況になりますの
で、打開をするべく新たな取り組みをはじめるところでございます。昨日の山本洋志議員の
質問でも答弁いたしましたが、まずは観光客のニーズ調査をする必要があるため、今議会に
補正予算として委託費 500 万円を計上させていただいております。
次に②の調査内容の結果はというご質問でございますが、調査をしてございませんので結
果もありません。次の③の調査結果をふまえた町の対応策はということでございますが、調
査結果がありませんので、それをもとにしての対策を講じることはできません。ただ、今後
関係団体との意見集約で出てきた意見をもとに、対応策は講じてまいりたいと存じます。
次に（２）の誘客宣伝のあり方について。
①伊豆市と共同により、誘客宣伝活動する考えはという質問でございますが、過日おこな
われました伊豆ベロドロームでのイベントにも参加してまいりましたし、フラッグツアーの
際には、副町長を先頭に、多くの職員で出迎えるなど、町ぐるみで関与もいたしております。
また、伊豆市主催のサイクリングツアーが開催される際にも協力をして誘客に努めておりま
す。
次に②の伊豆半島ではゆるキャラを活用して、観光ＰＲをしているが、西伊豆でも検討す
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る考えはという質問でございますけれども、今からゆるキャラを作るということは考えてお
りません。しかし、町が作ったゆるキャラではございませんが、すでに町内にはゆるキャラ
がおり、今年の春にはきぐるみで登場しておりますので、そのキャラクターにがんばってい
ただければと思います。また、うたって踊るゆるキャラもいますので、そちらにもがんばっ
ていただければと思っております。
次に大きな２点目の町道の道路補修について。
（１）町道の整備状況についてのご質問でございますが、町道の整備状況につきましては、
舗装の重要性や転倒などの危険についての質問であろうと思います。それらにつきましては、
利用頻度などを勘案して、順次整備を進めておりますので、ご理解をいただきたいと思いま
す。なお、今年度単年にて、安良里地内のバス通りを改修いたします。
計画では２か年にまたいでのものでございましたが、住民の声や、利便性や考慮し、単年
度で全線完成へと舵をきったわけでございますので、合わせてご理解をいただきたいと思い
ます。また堤豊議員の６月議会一般質問の最後に、
「いつまでもあると思うな親と金」と、ご
忠告をいただきましたので、予算を大切にしなければならないと思っております。あれもこ
れもやるのではなく、吟味した中で進めていくようにしておりますので、よろしくご理解の
ほどお願いをいたします。
①の国が定める統一基準により、５年に一度の点検が義務化されているが、その内容はと
いうご質問でございますが、道路法施工令第 35 条の２、第２項の規定に基づき、トンネル橋
梁等につきましては、道路法施工規則第４条の５におきまして、国が定める統一的な基準に
より、５年に一度の頻度で点検することを基本とし、道路につきましては国土交通省道路局
が策定した舗装点検要領により点検を実施しております。
この要領で定める内容は、大型車、交通量が多い道路等、損傷の進行が早い道路。町道で
言えばバス通りに関しましては、点検頻度を５年に１回程度とし、大型車、交通量が少ない
道路や生活道路等損傷の進行がゆるやかな道路は、道路管理者が適切に点検するとしており
ます。点検方法は、目視または機械を用いた手法などにより、舗装の状況を把握し、点検で
得られた情報、ひび割れ率、わだち掘れ量、平坦性等により、適切に管理をし、診断をして
おるところでございます。
②の町全体での整備計画はあると考えるが、見直しはどのように実施しているかという質
問でございますが、全体の整備計画はございません。現在、施工の舗装工事は、平成 26 年度
に実施した路面正常調査業務委託に基づき、道路のひび割れ率やわだち掘れ量、平坦性等を
- 72 -

勘案して、順次施工しております。
③の町道の不備により、事故に遭った場合の対応はという質問でございますが、事故等が
発生した場合、役場にご一報いただければと思います。町道に限らず、町が所有、使用、管
か

し

理する施設に瑕疵 、または町の業務遂行上の過失に起因して、事故等が発生した場合、町が
法律上の賠償責任を負うことになります。このため、町は賠償補償保険に加入し、事故対応
等をさせていただいております。また、事故原因の究明等による再発防止対策の他、日常的
な道路状況の確認や、地区要望に対する現地確認調査等を実施し、事故防止に努めておりま
す。
次に、④の道路施設の維持をしていくためには、水道、温泉施設も一体として、維持整備
することが必要と考えるが町の考えは、という質問でございますが、当然のことながら、計
画の上で同時におこなっております。例を挙げますと、今年度宮ヶ原地内で、県道の拡幅が
ありますが、合わせて町の水道管の布設替えを実施しております。今後も関係部署で情報を
共有し、事業を実施してまいります。
以上、壇上での答弁とさせていただきます。
○議長（高橋敬治君）
○１番（堤

豊君）

堤豊君。
どうもありがとうございました。

観光ニーズに対する調査ということで、町長から調査をしていないということなのですが、
新聞等で伊豆新聞、静岡新聞で乗浜海岸を中心とした海水浴場の利用客、これはまちづくり
課も関与したということで、せっかく調べましたもので発表させていただきます。
７月は前年同月プラス 1,247 人の増加、８月は台風５号の影響があり、４日から８日が前
半からありましたのですが、８月の全般としては、マイナス 12.4 パーセントということで、
全体の 3 万 5,179 人ということで、マイナス６パーセントという形で海水浴客は減っており
ます。これは、自然災害ということあるのですけれど、少し心配になるのは、過去 10 年間を
調べますと、2008 年が海水浴客は６万 3,413 人というのがピークで、今発表しましたように、
今回は３万 5,000 人ということで、約 50 パーセント近く海水浴客が減っているという現象が
分かりました。何を言いたいかというと、減少するのはいいのですけれど、その分お客さま
が減っているということは、当然ホテル関係、観光関連、民宿、そういうものがやはりこう
いう大幅に減少しているのではないかということが危惧されます。天候に左右されやすい商
売であるということですが、この８月という１番西伊豆観光にとってがんばらなければなら
ない時期に、今回このような結果の数字が出ましたもので、そのことについて、町長に大変
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せんえつ

僭越 ですけど、この 50 パーセント減に対して町長、お考えがもしあったら教えていただきた
いと思うんですけれど。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

今までそういったニーズ調査や把握をしてこなかった、また対策を打

ってこなかった、これがその結果だと思っております。ですから観光客のニーズを調査する
ために今回はお客さまの動向を調査費として 500 万を計上させていただいておりますし、ま
た夏季シーズンが終りましたので、関係者の皆さまと意見交換や反省会をしたいと、これ初
の試みでございますので、そういったもの、打破するためのものでございます。
○議長（高橋敬治君）
○１番（堤

豊君）

堤豊君。
ありがとうございました。観光ニーズの変化にともない、広い視点で支

度をする必要があるということは、当然であります。また、町長の言うように観光商工業者
とそういう連携しながら、この西伊豆町をよくするということで、町長の方も一生懸命やっ
ていただけるということで、ご返事をいただいておりますが、少し気になるのが、この西伊
豆地区、特に堂ヶ島地区の観光業者、具体的に固有名詞は使ってはいけないということです
けど、ホテル関係の設備投資が、私が見る限りでいくと大幅に減少している。減少している
というか、補修は後回しにされているということで、目につきます。したがいまして、堂ヶ
島観光を中心とした観光、民宿も含めて縮小傾向にあるのではないかということで、私は危
惧しております。万が一今後 10 年間このような状況が続いた場合、さあ基幹産業である観光
というものはいかがなものかということで、そのことで町長のお考えを、すいませんもう１
回お願いします。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

昨日の山本洋志議員の質問にもお答えしましたけれども、個々の業者

さんに町が直接支援をすることはできません。ですので、観光協会を通じて、商工会を通じ
てそういった援助というか補助、後押しというのはしていきたいと思っております。
○議長（高橋敬治君）
○１番（堤

豊君）

堤豊君。
通年型の観光ならば非常によろしいのですけれど、西伊豆というのは西

の風が吹く、季節的要因で 12 月、１月、２月というのは西風びゅうびゅうで、船も走らない、
観光客ももう素通りをするという状況が続いています。そういう中で、観光に従事する就労
者、仕事を求めている人が西伊豆町には、ホテルを中心として多くの方がいます。その対策
の一環として山本議員も言っていましたけれど、やはり観光を中心に基幹産業としておこな
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っていかなければ、そのような就労対策にも影響するのですよということが、よく言われて
おるわけなのですけれど、通年型ということを言えば、簡単に一言でいいのですけれど、通
年で観光客ががんがんくれば、１番もう笑いがとまらないのですけれど、そんなことはあり
えないことなのですけれど、通年型のそういう観光客を１年中呼べるような設備というかそ
ういうの、町にそれを求めてはいけないのではという相談をする、そういうことで、企画を
一緒にやっていただくというのはいいということなのですけれど、そのへんところをいつも
私自身も考えておるのですけれど、何かこの町長の方のお考えの中で、この町に観光に従事
している就労者が、例えばどのぐらいいるのかとか、就労者に対して、なにか支援とかお考
えということはありますか、お願いします。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

ですから直接は支援ができませんので、観光業者の皆さんが元気にし

てなるためには、１人でも多くの観光客の方が来たくなるようなまちづくりをしなければい
けないということで、所信表明でも述べさせていただきました。通年型ということは、私も
理解はしております。当然お正月、ゴールデンウィーク、夏という繁忙期の時に、あえて町
が何かをする必要はないとは思いますけれども、４、５、６月とか、11 月ぐらいがやはりな
かなか閑散としているところもありますので、そういったところで委託をしながらニーズ調
査をすれば、ニーズ調査が引き金となってお客さんが来るのではないかということで、今回
委託費を入れさせていただいております。詳細につきましては補正予算でご議論いただけれ
ばとは思いますけれども、一応町の方といたしましても、繁忙期ではない閑散期に、なるべ
くそのようなイベントや調査という名目で、お客さまを呼ぶような動きを、今後していきた
いと思ってはおります。
○議長（高橋敬治君）
○１番（堤

豊君）

堤豊君。
観光に関する質問、最後にさせていただきますけれど、堂ヶ島地区で今

バリアフリーの道があるのは、セブンイレブンのお店の前から下ってくるところと、堂ヶ島
食堂からうちのドライブインがあるところを下っていく、あの２つしかスロープがありませ
ん。最近、見渡すとやっぱり足の不自由な方とかそういう方が、やはり利用する頻度が多く
なったような気がします。何を言いたいかと言うと、要するにそういう観光客に優しい西伊
豆町。町長の言われるのは観光客に優しい西伊豆町を訴えるためにも、スロープの角度をも
う少し、お金がかかることですけれど、緩やかにするとか、何か工夫をして西伊豆町の堂ヶ
島の観光に対する姿勢は前向きだよというものを考えたらいかがかなというように思うので
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すけれど、セブンイレブン前は、よく皆さん、あそこスロープがあるのだよと言うのですけ
れど、セブンイレブン前は実は、木がこういっぱいあり、目立たないので、しかも道路を横
断しなければならない、皆そういうスロープを使う人はあそこ知らないのです、目立たない
ので。それで今言ったようにスロープはどこですかというように言うと、堂ヶ島食堂の前か
らあそこのところは下ってこうやりますからいいですよ。だから堂ヶ島食堂の前にみんな集
中している。あそこで船乗るとか見学に行ける人は見学行くということで、体の不自由な方
の、要するにバリアフリー、スロープのそういうものをもう少し、堂ヶ島の芝生をきれいす
ることも、当然必要なのですけれど、バリアフリー、スロープも少し念頭に置いて、町長の
この施策というか具体的なものが現していただけると大変ありがたいと思うのですが、その
へんについていかがでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

セブンイレブンの前のスロープは、まだそんなに年数が経ってないぐ

らいの整備ではないかなというように思います。階段であれば比較的簡単にというと語弊が
ありますけれども、つけやすいのですが、スロープの場合ですと、やはり傾斜角がある程度
決まっておりますので、距離として長い距離を取らなければいけない。そう思うと堂ヶ島食
堂さんのところは、少し傾斜がきついのかな、下りの時は車が先にいってしまうことも考え
られますし、登りで押してくるのも大変だろうというように思います。
ただあそこを、傾斜を緩くしますとそれほどの距離が取れるかというとなかなか難しい面
もありますので、今は議員おっしゃるように、木の木陰で少し見えないところにはあります
けれども、あそこでしか整備ができなかったのではないかなというようにも思います。ただ、
エイチエーアイエス

福祉サービスをされている事業者さんが、ＨＡＩＳ の旅行代理店さんと組んで、西伊豆にそ
のような障害をお持ちの方や、車椅子でなければ旅行がなかなかできないという方も、西伊
豆に呼んで、ツアーとして組まれているというお話も聞いております。またそういう方がた
が砂浜で乗れるような車椅子というものもあるようでございますので、砂浜で乗れるような
車椅子を整備するとかして、そういう皆さんにも、旅行がしやすい西伊豆町にはしたいとは
思ってはおります。
○議長（高橋敬治君）
○１番（堤

豊君）

堤豊君。
では次に移ります。先ほどゆるキャラの伊豆市のゆるキャラの関係につ

いて、宣伝のあり方について、町長の方から答弁がありましたけれど、３年後には、オリン
ピックが来ると、特に伊豆市で自転車競技がおこなわれるということになりますと、相応の
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お客さんというか、伊豆縦貫道もどのぐらいの完成度が見られるか分かりませんけれど、期
待される部分というか、観光業者は多くの期待を持っているわけでございますが、単独で西
伊豆町が何かをやるということは絶対不可能だと思いますけれど、先ほど少しこの質問の中
で、町長のお答えありましたけれど、一緒に伊豆市とか、伊豆の国市とか、そのような方が
たともう少し具体的に何か手を打っていくというか、そういうものを、具体的な施策という
ものをやっていかないと、その時が来た時には当日というかオリンピックが来てしまうとい
うことになって、何ら観光に対する寄与度がないということになると思うのですけれど、何
か西伊豆町として、同じ２重の質問になって大変恐縮なのですけれど、町長の方でお考えと
いうか、今回のオリンピックのその誘客に対してのお考え、ありませんでしょうか。お願い
します。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

オリンピックになりますと、直接会場が西伊豆町ではなく、会場は伊

豆市でございますので、どちらかと言えば伊豆市さんが音頭を取って物事を進めていただい
た方が、宣伝効果あるのかなというようにも思います。そのような中で、７市６町で「美し
い伊豆創造センター」というものが作られておりまして、そこがメインとなっていろいろな
イベントを、主催をしていただいておりますので、西伊豆町といたしましては、できる支援
はさせていただきながら、協力体制は作っていきたいというように思っております。
○議長（高橋敬治君）
○１番（堤

豊君）

堤豊君。
次に、２番目の町道の道路補修について、質問させていただきます。先

ほど町長からの明確な回答がありましたけれど、少し私が調べた数字ですと、平成 27 年４月
時点において、この西伊豆町道は 590 路線あります。実延長 129.5 キロメートルで、うち改
良済が延長で 31.8 キロと非常に少ない状況であります。改良率は 25 パーセントです。舗装
済の改良延長は 98 キロ、舗装率は 76 パーセントとなって、非常に町道そのもののお金がか
かるということは、十分するのですが、整備状況が、私がその平成 20 年４月時点の自立促進
計画に基づいた数字で調べますと、だいぶ遅れているように感じました。そういう中での質
問でございますけれど、当然町道だけではなく、橋だとかトンネルだとか、いろいろな施設
の維持、補修というのは当然老朽化が激しい状況ですから、西伊豆町、大きな課題となって
いるということは十分考えられますが、そんな中で西伊豆町の各区長さんを中心とした、町
道に対する要望、１つ１つ細かく言いますと、要望事項に対して優先順位というか、要望も
たくさん今までも、私も区長の時に要望も何回か出させていただきましたけれど、たくさん
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出た中をどのように整理というか、優先順位はこれを優先してこうやるという、細かい質問
で恐縮なのですけど、そういうもののお考え、もし分かりましたら教えていただきたいと思
うのですが。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

当然要望が上がったものをすべてできれば、町民の皆さまも満足され

ますし、町としましても、とてもやった感は出るわけでございますけれども、なかなかそこ
には財政的な面もございますので、どのぐらいの方がご利用になって、どの程度危険である
かということを、まず判断基準にしながら、当年度予算の方にそれを組み込んでいくという
ことが、普通の流れであろうというように思いますので、今いただいてる要望で、軽微なも
のに関しましては、適時実施をしておりますけれども、ある程度金額がかさむものに関しま
しては、来年度の当初予算に盛り込んでいくということで、ご理解をいただければと思いま
す。
○議長（高橋敬治君）
○１番（堤

豊君）

堤豊君。
先ほど町長の方から町道に対しての回答もありましたけど、もし万が一

事故が起きた時にどうしますかって言ったら、しっかり町として保険にも入って、その対応
ということでやっていただいてるということでございますが、例えば具体的に言うと、道路
が壊れてそこで倒れて、あれの具合にもよるのでしょうけれど、具体的にはどういう補償と
いうか、そういうものがもし分かるなら教えていただきたいのですが。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

歩行時に倒れてと言いますと、そのことが本当に道路が原因でという

のが少し分かりにくいので、なかなかお答えできないのですけれども、過去そのようなもの
でそのように賠償した例を１つ挙げるとするならば、平成 27 年に車両が走行中、町道上の落
石に気づかず乗り上げ、タイヤと車体の一部を損傷したというような事例がございまして、
そのようなことには補償をしておるということでございます。
○議長（高橋敬治君）
○１番（堤

豊君）

堤豊君。
その町道に関してなのですけれど、補修は計画的におこなわれていると

言うのですが、そのへんは、沢田地区は、田子地区は、そういうというのは、具体的な、今
年度の計画について、われわれの方のここにはお示しの方はしていただけるのでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

計画につきましては壇上で答弁をしましたように、計画はございませ
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ん。ですが、路面正常調査業務委託を平成 26 年にいたしておりまして、その時にわだち掘れ
なり、ひび割れがどの程度あるのかというものを、何と言うのですか。優良可とするならば、
そのようなもので判断をして図面がございますので、そのようなものと照らし合わせながら、
必要なものから順次おこなっておるということでございます。
○議長（高橋敬治君）
○１番（堤

豊君）

堤豊君。
町道以外にも、農道、それから林道、われわれ西伊豆町はもっといるそ

の道路っていうか、そういうものはたくさんあります。これを、これを、これをということ
を全部やるのは、当然費用対効果もありますし、大変難しい問題であると考えます。そのよ
うに、ただ町道の場合は、われわれその町民が１番直結した自分の目の前の道路が、穴が開
いたとか、ひびがいっているとかそういう問題、直結する部分ですから、関心度が非常に高
い部分なので、優先順位をある程度行政の方は、計画的にこうお示ししながらやっていくと、
町民はその非常に、ああこういう形で、町や会社が関心持ってやってくれているのだなとい
うようなこのご意見も伺えるのではないかと思いますので、ぜひこれから、議題っていうか
山積みの、いろいろ行政の皆さんの課題は多いと思いますけれど、われわれ議会の方も、一
緒になってその町道の、それに対しては、町民の皆の願いでございますので、一緒になって、
考えていきたいと考えています。
結びになりますけれども、町長がお考えである、もう一度来たいと思うような西伊豆町を
つくることが重要であると町長はおっしゃっております。私もこれについては、賛同、一緒
にやっていきたいというように考えております。ぜひ町長の方のそのへんところの考えを、
筋を通して一緒にやっていこうではありませんか。先ほど町長が私の好きな言葉を先に言わ
れましたけれど、どうしようかなと思ったんですけど、
「いつまでもあると思うな親と金」こ
れは、うちのご先祖さんがずっと私に対して言い続けたもので、どうしても頭の中から離れ
ないもので、要するにそういう家族を大事にしたり、そういう予算を大事にしたりお金を大
事にするという、そういう気持ちを忘れないで、謙虚にやっていきなさいということだと思
って、私自身の好きな言葉として発表させていただきました。忙しいところありがとうござ
いました。以上です。
○議長（高橋敬治君）
○１番（堤

豊君）

堤豊君、席へ戻ってください。
以上で質問を終わります。

ありがとうございました。
○議長（高橋敬治君）

１番、堤豊君の一般質問が終りました。
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暫時休憩します。

◇

増

山

勇

○議長（高橋敬治君）

休憩

午前１０時０４分

再開

午前１０時１２分

君

休憩を解いて再開します。

一般質問を続けます。
通告６番、増山勇君。
１１番、増山勇君。
〔１１番
○１１番（増山

勇君）

増山

勇君登壇〕

それでは一般質問をおこないます。今回私は大きく３点について町

長のお考え、あるいは教育長の考え方をお聞きします。
まず第１点目は公共交通についてであります。昨日、山本智之議員からデマンド交通につ
いての質問がありました。それらの答弁もふまえ、私は特に公共交通についてとして、町と
しての交通政策についてどう考えるかという点で、質問をしたいと思います。
地域交通は高齢者の移動の確保だけでなく、まちづくり、児童、生徒の安全保障、地域コ
ミュニティづくりなどすべての世代、すべての地域の課題です。2013 年 12 月、交通政策基
本法が策定され、2014 年５月には地域公共交通の活性化および再生に関する法律の一部を改
正する法律が成立し、地域の交通は地方自治体、町が先頭になって交通政策づくりを進める
ことが重要であると考えます。ふまえて質問は、まず西伊豆町民に今置かれている実態調査
をする予定はないか。これが第１点です。
第２点目はこの町にとってどのような方式が１番有効なのか。こういったことを検討すべ
きではないかと、この検討はいかがか。そして昨日も答弁で触れられた地域公共交通会議の
そもそもの目的は何であったのか、お答え願いたいと思います。そしてもう１つ、当初予算
にもあります南伊豆、西伊豆地域公共交通活性化協議会という会議がございます。この目的
は何かお伺いをします。そしてそもそも、先ほど言いましたように町がこの協議会を立ち上
げて、より具体的な施策を検討する必要があると考えますが、町はどのように考えておられ
るでしょうか。そして前後しますけども、全体の状況と町との考え方は、どういう考えをお
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持ちなのか、まずお伺いをいたします。
２点目は国民健康保険についてであります。いよいよ来年度から県に移管をいたします。
そこでお伺いしますが、来年度から県に移管されるが、今後の予定はどのようになっている
のか、まずお伺いをします。
そして県に納める納付金の決定は、静岡県はいつごろおこなうのかお伺いをします。そし
て、県の国民健康保険運営協議会の資料によりますと、平成 29 年８月から 10 月までの間で、
国保法に基づく市町への意見聴取とありますが、これを対応するのは町なのか、それとも国
民、運営協議会のどちらかなのですか、まずお伺いをします。そして、今度県内統一します
と、資産割をなくして国民健康保険税を集めるというように言われておりますが、資産割を
なくした場合、西伊豆町ではどのようになるのか、試算をされているのかお伺いをいたしま
す。
そして３点目は、私は中学校の新学習指導要綱について、お伺いをいたします。文部科学
省は、平成 29 年３月 31 日に告示した中学校新指導要綱で、平成 33 年度から中学での保健体
育の選択教科として、はじめて銃剣道が採用されるということが、明らかになりました。こ
のことについて、教育長にお伺いをいたします。まず、この銃剣道というのは、スポーツと
して国民の間で広く普及されているのかどうか。その点をお伺いします。そしてまた、この
銃剣道を保健体育の選択教科として加えることについて、西伊豆町の教育長としてどのよう
な考えをお持ちなのか、お伺いをいたします。
以上、壇上からの質問を終ります。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

それでは増山議員の一般質問にお答えをいたします。

まず大きな１点目の公共交通について。
（１）町としての交通政策について。
①町民に実態調査をする予定はという質問でございますけれども、町としての交通政策に
つきましては、町民の実態調査なるものを今までおこなったことはございません。ただ議員
も町内を歩いておりますと、住民の方から交通手段がほしい、買い物に行くのが不便などの
声をもらっていると思います。私も多くの年配の方からそういった声をいただいております
ので、何とかしたいという思いは、同じであろうと思います。また、最近ではホテルや旅館
さんとお話をする中で、できるならば自分たちが動かしている独自の車両を利用し、町民の
足になれればという提案もいただいておりますので、うまく噛み合わせをしながら、皆さん
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の要望に答えられたらと思っております。
②にどのような方式が町にとって１番有効なのか、検討はという質問でございますが、方
式などの検討につきましては、今年の公共交通会議に提案をしたばかりでございますので、
検討がはじまったという理解をしていただければと思っております。
次に③地域公共交通会議に提案をしたばかりでございますので、検討がはじまったという
理解をしていただければと思っております。
次に③地域公共交通会議の目的はということでございますが、地域公共交通会議の目的は、
端的に言いますと、宮ヶ原線の運行に関するダイヤの調整や存続、廃止などを話し合う場に
なっているのではないかと思います。ただ、それでは地域公共交通を考える場にならないの
で、今回新たな提案をさせていただきました。
次に④の南伊豆、西伊豆、地域公共交通活性化協議会の目的はということでございますが、
南伊豆、西伊豆地域においては、少子高齢化が著しく進展し、路線バスの利用者は年々減少
傾向にあることから、通学、通院等のための地域住民の生活交通を確保や、観光客への利便
性の向上などが求められております。南伊豆、西伊豆、地域公共交通活性化協議会は、これ
らの課題を解決するため、地域公共交通網、形成計画の作成に関する協議および形成計画の
実施に関わる連絡調整をおこなうことを目的に、県関係市町、事務所等により組織されたも
のでございます。
次に⑤の町が協議会を立ち上げる予定はということでございますが、新たな協議会を立ち
上げることも検討する必要があるかもしれません。
次に⑥の現状と町としての考えはということでございますが、町の考えとしては、住民の
利便性を考え、なおかつ費用を最小限に抑えた中での取り組みができればと思っております。
①でも申し上げましたが、地元業者さんもお手伝いできることがあれば、させていただきま
すとありがたいお言葉もいただいておりますので、できるだけ早く日の目を見られるよう、
努力したいと思っております。ただ、最後に問題なってくるのが法律でございまして、関越
での観光バスの事故以来、国は安全運行に関してとても厳しくなっておりますので、そうい
った調整もあることをご理解いただければと思います。
次に大きな２点目の国民健康保険について。
（１）県移管について。
①と②は関連がありますので、一度に答弁をさせていただきます。今後の予定はというこ
とですが、県が策定する国保運営の指針となる静岡県国民健康保険運営指針については、現
- 82 -

在パブリックコメントを実施しているところでございます。10 月ごろに市町への意見聴取や、
県の国民健康保険運営協議会での検討をおこない、来年３月までに運営方針が決定。公表さ
れる予定でございます。また、納付金につきましては、11 月ごろに概算による推計値が算出
され、来年１月下旬から２月上旬ごろに平成 30 年度の納付金が確定される予定となっており
ます。
③の県運協資料に、８月から 10 月までの間で国保法に基づく市町への意見聴取とあるが、
対応するのは町と国保運協のどちらかという質問でございますが、県に確認しましたところ、
町に対しての意見聴取ということでございます。
④の資産割をなくすと言っているが、国民健康保険税はどうなるのかという質問でござい
ます。平成 30 年度から国民健康保険税は、県への納付金額をもとに、県内各市町で税率を決
定し、還付をおこないます。還付方法、賦課方法につきましても、各市町で決められますの
で、現行どおり均等割、平等割、所得割、資産割、の４方式でおこなう予定で考えておりま
す。
ただし、現在のところ時期は明確に示されておりませんが、国保税率を県内で統一するこ
とになれば、均等割、平等割、所得割の３方式での賦課になると思われます。賦課割合につ
きましては、基本的には均等割と平等割の応益割りと、所得割と資産割の応能割りが１対１
となるように税率を考えておりますので、保険税が県内統一となり、資産割がなくなれば、
所得割分が大きくなることになると思われます。
次の大きな３点目、中学校新学習指導要領につきましては、教育長に答弁をさせます。
以上、壇上での答弁を終ります。
○議長（高橋敬治君）
○教育長（清野裕章君）

教育長。
ただいまご質問にありました、増山議員の２点のご質問にお答えい

たします。まず１点目、銃剣道はスポーツと言えるのかについて、お答えいたします。
今回ご質問いただいた機会に改めてスポーツの定義を調べてみると、一定のルールに則っ
て営まれる競技のこと。または競技性と遊戯性をもつ広義の運動競技の総称でありました。
次に、私にとりましてもあまりなじみのない銃剣道について調べてみると、銃の先に短剣
を装着して戦った、近世以降の白兵戦から生まれた武道との説明がありまして、私も浅はか
な認識からすれば、銃剣道はスポーツと言えます。
次に２点目、銃剣道を保健体育の選択教科として加えることについて、教育長の考えは。
についてお答えいたします。学習指導要領は、全国どの地域で教育を受けても一定水準の教
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育が受けられるようにするための基準で、それを地方の判断で変えることはできません。基
本的に、種目選択は現場判断に委ねます。以上です。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
それでは順次再質問をおこないたいと思います。まず公共交通につ

いての質問ですけれども、私は今までも何回もこうした巡回バスやあるいはデマンドバス、
そういったものについての質問をおこなってまいりました。しかし当時の行政というか町長
は、田子支所や安良里出張所、そういったものなくしてから考えるのだということで、まさ
にそのことから一歩も前へ出ていかなかったのは現状です。それで先ほど星野町長からの答
弁によりますと、認識は私とほぼ変わらないという答弁でありました。まさにこれから西伊
豆町で、本格的に公共交通をどうするか、このような問題が庁舎内で検討がおこなわれるの
ではないかと期待をしております。
それで再質問ですけれども、この地域公共交通会議の目的というのは、先ほど町長が宮ヶ
原線の問題にというような話でした。確かにそういう話題になっていたかと思います。
しかしこの、地域公共交通会議というのは、平成 24 年９月 14 日に設置された。町ではね。
これは私が先ほど私が言いました、国の法律に基づいて地域で公共交通を考えようというこ
とから出発している会議ではないかと思うのです。宮ヶ原線だけではなく、全町的な公共交
通をどうするのかという点を、まさに検討する会議ではなかろうかと思います。そこでお伺
いしますけれども、地域公共交通会議の委員ですけども、当然住民、利用者の代表もいらっ
しゃいますけれども、中部陸運局静岡運輸所長、またその指名するものとか、道路管理者、
静岡県警、その他いろいろ委員がおられるんですけども、これらを見ますと、そうたびたび
会合が開かれるとは、ちょっと考えにくいのですけども。現況は、年何回ぐらい開かれてい
るのでしょうか、まずお答えください。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

はい、現況では１回でございます。

○議長（高橋敬治君）

増山勇君。

○１１番（増山

勇君）

年１回で、本当にこの町の住民の公共交通どうしようかっていう議

論になるのでしょうか。現実何時間開催されているのでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君） 私も先日はじめて出ましたので、今までの経過分かりませんけれども、
現実には 30 分から１時間の間で開催していたというように思いますし、また１年１回その時
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間帯で公共交通は考えられるかと言いますと、考えられないと思いますので、改めてそうい
った宮ヶ原線の問題だけではなく、西伊豆町の公共交通に関することとして、あらたに今回
提案をさせていただいたということでございます。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
まさにそのとおりだと思うのですよね。年１回やってですね、今ま

ではどうも宮ヶ原線のこの自主運行バスの補助金を出すための会議ではなかったと。少し目
的が違っていたのではないかと。ですから本来の目的、ここにも書いたのですよね。地域の
実績に即した運輸サービスの実現に必要となる事項を協議する場というように書いてある、
その言葉どおりなのですよ。ですから今西伊豆町には公共交通という東海バスとタクシーと
いうのがありますけれども、それでは十分に住民の皆さんの利便性や普通、生活していく上
でのそういった手立てには非常になっていないと。ですからそれに代わるものを何らか変わ
るものを、何らかこの西伊豆町で構築していかなければならない。ですから私あえて、この
会議も必要ですけれども、西伊豆独自で庁舎内で作ってですね、本当に検討された方が、さ
れたというか一緒に研究をして、１日も早いそうした公共交通の確立を図っていただきたい
と思うのですけれども、その点について町長いかがでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

はい。この件につきまして、私も議員の時に一般質問もしております

ので、そのようなことを含めて庁舎内で検討をしていくつもりでございますが、ただやはり
住民の意見も聞かなければなりませんので、いずれかの委員会、この公共交通会議でもいい
のですけれども、そういったものを使って住民の意見を聞きながら、検討していきたいと思
います。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
まさにそのとおりですね。全国でこの成功事例を見ますと、地域の

コミュニティ、要するに区とか、あるいはそこにある老人会とか、あるいはいろんな団体、
そういった方がたと常に話し合いをして、どんな方向がいいのか、いうのを常に実施しなが
ら意見交換をしているということが、言われております。そういった意味では、ぜひそうい
った形でのいろいろな形があろうと思いますけれども、いろいろ団体に、どうしたらいいで
しょうかというように投げかけて、それで採用できるものは採用していくと。この西伊豆町
にもっともふさわしいものは何かということを、１つは昨日出ました予約制のデマンドバス
方式も、あるいは町全体を動かす巡回バスもあろう、あるいはタクシーの利用をもっと増や
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していく。それにはどうするかという点も、運輸省の方はどうも１週間か２週間前の報道で
は、タクシーには定期券を許可しようではないかというような動きもあるように報道されて
おります。それで利用者についての、タクシー定期券、それらの補助も十分考えていく。あ
りとあらゆる方策をやはり西伊豆町で住民が、この高齢化になっているわが町で、取り組ん
でいく必要があると思います。
それともう１つは、これも再三言っているのですけれども、70 歳以上、75 歳以上になると
運転免許の返上っていうのが、今確実に広まっています、そういった方に対する優遇ではな
いけども、利便を考えるという意味で、先ほど昨日もありましたように、バスの補助という
ものも、手厚くしていく。このことも、この検討に入っていく必要があろうかと思います。
そういった点で、ようやく町内で、全体の公共交通どうしようかという話し合いができるス
タートだと、私は思っています。すぐにはできないと思いますけれども、全国的な事例もあ
りますので、そういったところも町長、ぜひ職員と一緒に視察に行っていただいて、その事
例を参考にしながら、わが町のモデル的なものを作っていく。
逆に、よく言われる視察されるような町を作っていこうではありませんか。そういうこと
で、今本当に西伊豆町では、移動が困難になっています。車は運転できないと、外に出るこ
とが出来ない。そうなると健康、あるいはいろんな意味でも、全体がやはり沈んでしまうと
いうことで、そういった点は本当に基礎的な問題だと、まちづくりの、いろいろ観光や、い
ろいろありますけれども、住民が、ここに住んでよかったというようなまちづくりが、基本
だと私は思っているので、ぜひ町長も言われましたように、町独自でそういった協議会、検
討会を作って、どんどん意見聴取していただいて、１歩でも２歩でも前進していただきたい
と思いますが、いかがでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

バス補助の手厚くということでございますけれども、それは昨日山本

智之議員にもお答えをいたしましたように、44.5 パーセントの方、だから満足とは思ってお
りませんけれども、逆に増やしたからと言って、今お困りの方が本当に便利になるとは思っ
ておりませんので、それに関してはできないという答弁をさせていただきましたので、同じ
でございます。１番いい案をというように言いますと、当然オンデマンドのタクシーが１番
ドアトゥドアでいいわけでございますけれども、これも昨日答弁しましたように、費用対効
果を考えた時に、本当にそれで町が予算的にもつのかということも当然ありますので、先ほ
どらい壇上で申し上げましたように、既存の業者さんが運行しているものが使えるのであれ
- 86 -

ば、費用対効果を勘案し、最小のお金で皆さんの利便性が確保できればというように思って
おりますので、ご理解をいただければと思います。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

増山勇君。

勇君） その前回、前々回かな。その私の質問で、バスの利用が 44.5 パーセ

ントか。非常に少ないという答弁でしたけれども。それはバスの時刻だとか走ってないとこ
もあるのですから全町的に利用が少ないというのは、現状を見ない、数字だけで、利用され
てないというように当局は受け取っているのではないかと思って、非常にもっともっと、利
用するためには、それはもうかなりの金額が、宮ヶ原とか宇久須からこちらに来るには何千
円かかるわけですから、3,000 円の補助ですね、１回で終わってしまいますのです。だから
そういった点、あるいは、以前はこんなこと言ってはいけないけれど期限、区切ってなかっ
たですね。バスの補助券については。
ところが、いつの時代か１年ごとの有効にして、バスの利用券も色を変えるという方式に
変えられましたよね。ですから、利用したくても利用できないという実態があるということ
を、町が把握しないで、そういう事を言われても、まったく納得できないなというように感
じます。とりわけ西伊豆町は、バスの運行は少ないわけですから、１回使うともう終わって
しまうのですよ、宮ヶ原からここまで来ると。片道で終わってしまう。そんなことをやって
いると、利用しあっても、しにくいということが、まずあるっていう実態調査が必要だと思
うのですよ。ですから最初に私は質問したように、わが町の実態はどうなっているのか。免
許証を返上された方が何人いらっしゃるのか、こういったことはやはり担当課で、常に把握
して調査する必要があると思うのですね。そういった調査ということはおこなったことない
のでしょうか。このことどこに聞けば、まちづくり課ですか。健康福祉課ですか。よろしく
お願いします。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

多分今までそのような調査はされていないのではないのかなというよ

うに思います。もしされているのであれば、担当課の方で答弁ができると思いますので、な
かなか手があがってこないところ見ると、そういったデータは持っていないというように思
わざるを得ないのかなというように思いますが、先ほどらい、その金額を上げるとか便数を
増やすというようなお話も出ておりますけれども、先日から言っておりますように、その費
用を倍にしたりとか便数を倍に増やした、その費用負担はどこがするのかと言いますと当然
町になりますので、なかなかそう言ったことも難しいので、今回申し上げましたように、な
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るべく費用をかけずに利便性を図るためにいろいろな業者さんとお話をした中で、新たな西
伊豆町独自のものを作りたいという提案をしておるわけでございます。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

増山勇君。

勇君）

私壇上で言いましたように、この公共交通の充実というのは、あら

ゆる分野の基本になるものだと思うのです。だから高齢者対策に対してもそうだし、これか
ら、このこと今日は言いませんけれども、学校統合の場合でもスクールバスとかそのような
ことについても公共交通の一貫として捉えるべきだということで、あるわけですから、先ほ
ど言いましたその実態調査というのは、本来健康福祉課でやられることがふさわしいと思う
のですけども、そういった点ではどうなのでしょう。今までやったことはないのでしょうか。
それだけお伺いします。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

今までやったことがありません。

増山勇君。
いろいろ、町の中には、いろいろな協議会や委員会あるわけです。

例えば免許証返上、警察との交通安全協議会とかいろいろなものありますよね。そういう中
で例えばという話ですけれども、西伊豆町の免許証返上された方は何名いらっしゃるという
のは、町から聞けば教えていただけるのでしょう。違うのですか。今個人情報云々で、非常
に厳しくなっているのか、そのへんはよく私は、知りませんけれどもどうなのでしょう。行
政が、そのようなことでわが町の実態を調べるということに関しては、まったく問題ないの
のではないかというように思うし、またその実態が分からないと私は協議会開いても、前に
進まないのではないかということで、くどいようですけれども、町独自の委員会や協議会を
作って検討していく。このことがこれから非常に大切になろうかと思うのです。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

その数字を調べなければ、委員会を開いても意味がないというのは、

私とは感覚が違いますので、私はそのようなことを調べなくても、住民の意見は聞こうと思
えば聞くことが可能でございます。意見が違うというように思います。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
方法はいずれにしろ、そういう実態はやはりきちんと基礎ベースに

置いてからわが町でどうするのか、やはりそういうことが必要だということで、今申し上げ
たわけであります。ようやくこの地域公共交通会議が、本来の目的でスタートして、町長に
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なられて、なっていったということをお伺いして、しかし先ほど言いましたように年に１回
しか開いてないわけですから、ここではなかなか結論や方向性が出てこないのではないかと、
もう少し回数を増やす、あるいはこの国の皆さんや、そのような方が加わらなくてもできる
ような体制をぜひ作っていただきたいと思います。以上。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

年に１回ですので、次回は来年ということに当然、普通であればなる

のですけれども、この前お出しした時にも、急にこのようなものを出されても困るというよ
うなご意見もいただきましたので、庁舎内である程度の草案というか叩き台というものを出
しながら、ある程度議論ができるものができ次第、開催できればなというように思っており
ます。
○議長（高橋敬治君）

増山勇君。
〔発言する人あり〕

○議長（高橋敬治君）

暫時休憩します。

○議長（高橋敬治君）

休憩

午前１０時４４分

再開

午前１０時５１分

休憩を解いて再開します。

一般質問を続けます。
増山勇君。
○１１番（増山

勇君） それでは公共交通については、また改めて質問するといたしまして、

今日は。
〔発言する人あり〕
○１１番（増山

勇君）

いやいや質問しますけども、ぜひ町としても、この町にふさわしい

公共交通の確立を、１日も早く実現できるように努力をしていただきたいと思います。
さて２点目の、国民健康保険についてお伺いします。これは私何回もこの件については質
問しましたけども、県の方針がまだ決まってないからという答弁で、なかなか担当者の方か
らは、的確な答弁をいただけませんでした。しかしそうは言っても、どんどん日が迫ってき
て、来年４月からは県に移行するっていうのはもう法律で決まっているわけですから、県の
方もですね、その納付金、いくらなのかという点も、早く出さないと、わが町としても予算
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を作るにしてもなんにしても、もう大変な日程が迫っているのではないかと思うのですよ。
それであえてお伺いするのですけれど、これにともなって、町にある国民健康保険の条例、
支払準備基金条例、これらもこの機会に変更しなければならないというように伺っているの
ですけれども、このような検討はすでにされておりますか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

この件につきましては、担当課長より答弁をさせます。

○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

今おっしゃいましたように、条例等の再整備する必要があり

ますが、まだそこまで取りかかっておりません。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
とりわけですね、西伊豆町は昨年度でしたか。国民健康保険に１億

円の基金を一般会計から積み立てて、３年間なんとか保険税を上げないでいこうという方針
のもとでおこなったと思います。しかし基本的には県に移管するにあたって、国の方針では、
そのように基金から取り崩すとか、あるいは一般会計から入れるのを極力なくそうと、ゼロ
に近づけようということが、うたわれているわけです。そうすると保険税を上げざるを得な
いという仕組みになっていくのではないかと思うのですけれども、その点で、少しお伺いし
たいのですけれど、この新聞報道、静岡新聞８月 27 日に、大きく１面で国保料県内 11 市町
上昇予測という記事が載っております。これ共同通信社が調査した結果を掲載されている内
容によると。西伊豆町については、上がるという回答されているのですけれども、何を根拠
に、どなたがこの回答されたのか、まずお伺いします。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

アンケートにつきましては、係として今後どういうようにな

るかという気持ちで、アンケートには係として答えました。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
だから何を根拠に上がると言われたのか。ご覧になったと思います

けれども、上がると言っているのは、賀茂郡で西伊豆町しかありません。この調査では、他
のところは分からない。あるいは南伊豆町に関しては下がるという回答されているのです。
なぜこういう違いができるのか。その点を聞いているわけです。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

上がるだろうと思った理由につきましては、前期高齢者交付
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金というものがあります。この前期高齢者というのは、65 歳から 74 歳の社会保険から会社
を退職しまして、国保に回ってきた人たちが主になってくるのですけれども、医療費的には
１番かかる年齢層になってくるかと思います。この人たちの分の交付金としまして、前期高
齢者が多い市町につきましては、例えばうちの町ですと、今、国保の加入人員が 2,833 人、
そのうちの前期高齢者が約 1,450 人で、51.6 パーセント、半分以上が前期高齢者となってお
ります。この前期高齢者が多い市町につきましては、前期高齢者交付金という格好で、国、
県からお金が入ってきます。これにつきまして、今は各市町の前期高齢者の人数の割合が基
本になって、お金が入って来ますが、30 年の広域化になりますと、これ県に１本でお金が入
ってきます。それを県がどういうような格好になってくるか分かりませんけれども、少し聞
いた情報ですと、均等に割って、多い少ない関係なくして、各市町に交付するような話も来
ています。うちの町の場合、この前期高齢者交付金が、28 年度の決算ベースで約４億円交付
されています。これが歳入にしますと１番多い金額となっていますので、ここの交付金が例
えば今言いましたように、均等に振られた場合、歳入が下がってきますもので、自分たちの
保険税を上げなければならなくなるかもしれないという気持ちで上がるではなかろうかとい
う回答をいたしました。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
先ほどいいましたように、昨年度支払準備基金に１億円計上したと

いう件に関しては、それらをふまえて、３年間は上げないでいこうということでおこなった
のではないですか。どいうことなのですか。矛盾した考えだと思いますが。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

それが１番ベストですけれども、分からない部分もあります

ので上がるかもしれないとのアンケートの答えをさせていただきました。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
ですからくどいようですけれども、分からないという回答をされた

町村の方が多い。南伊豆は下がると言っているわけです。こういうかなり違いがあって、や
はり担当者がやはり考え方次第で変わっていくのかなというように、非常に残念に思ってい
るのですけれども。ちなみに、西伊豆町の国民健康保険に加入されている１人あたりの所得
を見ますと、平成 27 年度で県下では最下位なのですよ。西伊豆町は 35 位と。１番が長泉町、
これは国保の調査ですよね。27 年度の。例えば長泉町ではこれ所得ということで、95 万 7,971
円というのが提示されています。それに比べ西伊豆町は 48 万 3,778 円と、非常に所得の低い
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層が、わが西伊豆町の国民健康保険者の加入者があるという実態があります。ですから、今
よりも上げてくと、今も滞納やあるいはそういったことですね、払いたくても払えないとい
う状態で、本来ならば上げることについては、極力上げないような方策をやはりすべきだと
思うのですよ。当然西伊豆町はいろいろがんばってですね、１人あたりの保険料の調定額は、
県下で２番目という、川根本町に次いで低い方です。その点は評価しますけれど、県と一緒
になって、上がっていくっていうことになると、非常に何に、何のためにやったのかという
ように、思わざるを得ないですよ。これ独自に今は県が示しているいろいろな計算方法あり
ますよね。アルファとかベータとかいっぱい使って。それでやると、静岡県内のすべての市
町が、来年からは国保税が上がるという試算が出ております。これに対してやはり、上げな
いようにするには、国が言っている一般会計の繰り入れはやめろとか、そういったことをや
はりやめさせないと、とてもではないけどこれはますます国保税が上がっていって、払えな
い状態が続くと。これ続けると、今度医者にもかかれないと、最悪の場合が起きるわけです。
ですから、西伊豆町はそのような１億円の基金を積み上げているということで、とりあえず
３年間は上げないでがんばってほしいなというように思うし、４方式が３方式でも構わない
というような、県はそういう方針なのでしょうか。そのことを少しお伺いしますけれども。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君） 今の４方式、３方式につきましては、とりあえず 30 年の４月
のスタート時には、県が示す納付金さえ納めることをすれば、４方式でやろうが、３方式で
やろうが構わないということになっています。
その何年か計画を、何年ってことがまだはっきり分からないのですけれども、その時には
県内で標準税率にしまして３、３、２とか。そういう方向で試算割をなくして、県下の市町
のすべて税率が同じになるような方向を考えているみたいです。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

先ほどらい、増山議員から質問を受けておりますけれども、あくまで

もこれは国であったり県が決めてきておるものでございますので、町としては最大限努力を
して負担がかからないようにしたいとは思っておりますが、なるべくであるなら国会であっ
たり、またこの西伊豆町議会としても意見書を提出していただければと思います。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
まったくそのとおりだと思います。この県移管に関しては、すでに

町長ご存知だと思うけれども、知事会は、財政的には１兆円の財政投入は必要だという意見
- 92 -

表明をされております。
しかし、国の方は、いろいろ折衝して決まったのは 3,700 億ですか。とりあえず、しかし
半分、1,700 億円が現実に、以前というか１年前から各町村じゃない、県団体に振り分けら
れたと伺っております。しかしそれを使って、ではわが町はどうだったかと何も来てないわ
けですよね。そういったお金は。みんな県が今握っていますから。そして県が主体的にそれ
ぞれの町村の国保の運営に関して、交付金になるのか、どういう名前になるのか少し分かり
ませんけれども、出していこうという方針らしいですけれども。ですから町長、まさにこの
問題はですね、国の法律で決まったということで、非常にこれ私はこう、原点に戻るという
こと、国民健康保険というのは、まさに国が主体的に運営すべきであったのにもかかわらず、
この間ずっと国の補助金を下げているわけですね。よく 50 パーセントって持っているといっ
ていますけれども、実態はそうではないというのは、担当者が１番よくご存知だと思うので
す。ですから改めてそれは、町長も私たち議会も、国に対してもっと国民健康保険の運営に
対して、お金を投入せよという意見を出していきたいと考えております。多分先ほど言いま
したように、県知事の方は１兆円でも厳しいのではないかということを、この国民保険の運
営については、非常に危機感を持っているというのが現実ではないかと思います。しかし、
静岡県は、未だに納付金の額も決めない。そして細則もなかなか決めてこないと、もう一度
先ほどの答弁でお聞きしますけれども、今意見を徴収するという段階になって、県の国民健
康保険運営委員会としては。先ほど町長は町が対応すると言われましたけれど、その町とい
うのはどこがやるのですか。やはり担当課ですか。担当課がやるのですか。その意見という
のは。だからもっと、例えではなくて国民健康保険税、これ以上高くしてくれるなという意
見、ぜひ出してほしいと思うのですけれども、いかがですか。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

先ほど町長が答弁しましたように、県から紹介がありました

ら、町の方でやりますけれども、町から西伊豆町の国保運協にも一応その指針ですか。それ
を書面で配りまして、意見があるかどうかは、確認しようと思ってはおります。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
私も国保の運営委員ですけれども、まだそこは、これからですね、

では。いやこれは全町村がやはり今担当者は非常に苦労されていると思うのです。県がはっ
きりと指針を出さないと。これが最大の原因だと思うのですよ。
埼玉県や神奈川県はもうすでに出しているということで、それに具体的に取り組んでいる
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ということが報告されております。なぜか静岡県は、延ばしに延ばして、もうばたばたと決
めていこうというようなやり方なのかなと思って、少し、県にも文句言いたい。文句という
か意見言いたいのですけれども。もう本当にこれは法律で決まったのだからもっともっとど
んどんどんどん先行して、そうしなければ町の予算も、来年度予算。十分作れないのではな
いかと思うのですよ。あれですか、国民健康保険特別会計というのはなくなる方向で行くの
ですよね。来年はないのですか。それだけお聞きします。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

○議長（高橋敬治君）

国民健康保険の特別会計はあります、はい。

増山勇君。
それいつまであるのですか。暫定的に残すってことですか。
健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

今のやり方ですと、県も持ち町も持つような格好で町の方の

国保の特別会計も続きます。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
それで話が飛ぶかもしれませんけれども、その中で、今度は各町村

の競争原理を働かせようと、その１つが医療費の削減をどう図るかと、町長、先日、賀茂郡
の医療体制の話し合いがおこなわれたように報道されていますけれども、全体的に、要する
に病院のベッド数を減らす、あるいは介護保険の利用者も減らす。そして病気については糖
尿病や、そういったものについての重点的な施策をおこなって、医療費を削減させる。そし
てもう１つは、保険料の収納率を競争させると。西伊豆の場合は非常に県下でも高いという
ことでなっておりますから、その点については、保険者の皆さん非常に苦労されていると思
うのですけれども、県下では高い方でね、それはいいのですけれども、そういったことで今
度は交付金の金額を、さじ加減ではないけれどそれで図ろうという、非常に本来の国民健康
保険の運営そのものを、おかしくしていく方向に、今進んでいるのではないかというように
思うのです。要するに予防医療と言いながら、いかに医者にかからなせないようにするかと
いう、町村で競争になるのではと非常に危惧をしているのですが、その点担当者はどういう
ように考えますか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

この件は担当者ではなくて、私が賀茂郡の１市５町の会議に出ていま

すのでお答えをさせていただきますけども、医療費を削減させるためにそういった会議をお
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こなっているわけではなくて、糖尿病や、透析と言った患者さんが、なるべく今よりも出な
いような方策を、今から順次おこなっていくことによって、患者さんがなるべく増えない、
健康な人を下田賀茂郡下に増やして、健康長寿になることによって、医療費が自然と減るよ
うな方策をしましょうということでございますので、市や町が医療費を使うなというような
ことを言う。そういうことではないという理解をしていただきたいと思います。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
今町長が言われるの、それはそのとおりだと思うのですよ。そうい

うような会合をやられていると。しかし、現実、町村に戻ると、戻るっていうか保険者にし
てみればですね、医療費がどんどん上がってくと、保険財政に影響があるということでね、
裏ではやっぱり医療にかからないようにする。町長が今言われた、予防にしっかり手立てを
するっていう、そのこと自体が全然悪いとは言いませんけどね、現実はそうなっていかない
ということに非常に問題があろうかと思います。
で、今西伊豆町の、例えば国保の加入者で、要するに滞納をするとですね、資格証明、あ
るいは短期保険証を発行されていますけども、それらについても賀茂郡下でもですね、率的
には高い方ではないかというように私は考えるのですけれども、そういうことではないので
しょうか。通常なのでしょう、これ税務課ですか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

おっしゃることは分かりますけども、もし１人を許せば２人、３人と

増える可能性もありますので、そのへんに関しましては、しっかり適正な対応をしていきた
いというふうに思います。また保険料とか診療をどうするかということに関しましては、あ
わいきょく

まり 歪 曲 して考えていただかないようにお願いをしたいと思います。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
いずれにしろ、もう日がないのです。ですから早く納付金の金額を

はっきりさせて、保険者の保険料をどうするかという具体的な方策についての検討に、国保
運協も入れるような資料をぜひ担当者の人は急いでいただきたいというように思います。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

町も急ぎたいのですけれども、県が出してこないのでできないという

ことですから、現状を理解した上で、県の方に意見なり要望をしてください。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
県の方にも出しています。ですから当然ですけどもね。私決して担
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当者を、遅いとかいうつもりはまったくありません。県が悪いですから、本当に。静岡県が、
なかなか出してこないというとこに、最大の問題があろうかと思います。
続いて、最後の質問で教育長に再質問させていただきます。
答弁聞いていますと、極めて残念です。もう教育長、文部省そのもの、言わざるを得ない。
もっと独自、独自って教育長ね。子どもたちの教育を真剣に考えていただいて、銃剣道はス
ポーツですと、この場で堂々と言われる教育長はあまりいらっしゃらないのではないかと、
私は感じました。他の議会で質問されてないから分かりませんけれども。それは調べれば、
スポーツとはこういう定義だとかね、当然そうですよ。しかし銃剣道は限って言えば、これ
はスポーツとして、広く普及されていますか。もう私も知りませんよ、どんな競技か。80 歳
以上の方は、当時学校で軍隊のもとで、訓練をされたということは伺っているわけですけれ
ども、まさに戦前に戻ろうとしているのではないかと、非常に危惧をするわけですよ。こう
いった教育分野に対しても、どんどんどんどん 70 年前に戻そうという動きが、これ１つとっ
てもあるのではないかと。私はそう思うのですよ。それを堂々と、スポーツです。それで現
場にお任せしますって言うのではなくて、わが町ではこういう銃剣道については、指導はさ
せないのだというような答弁が必要かと考えたのですよ。そういう点では非常に残念です。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

せっかくですから、反問権を使わせていただきたいと思うのですけれ

ども、銃剣道がスポーツでないという定義がもしございましたら、お示しいただければと思
います。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
そもそもこの銃剣道っていうのはどういういきさつでできたかとい

うことは、歴史的にも、70 年前、もっと前、日本陸軍ですか、あれが、イギリスの軍から受
けて、そして銃剣の先に付けて１人を殺す、１人を殺すではなくて、１人が１人を殺すとい
う、白兵戦術ですか。そういった場合の兵法として、最初にできたということですよ。です
からこれはスポーツと言えないと思うのですよ。同じように剣道とか、フェンシングがあり
ますけれども、これはスポーツとしてルールが確立されて、そしてそういうスポーツを愛好
する方が増えている中での、オリンピック競技になったりしているわけですよ。しかしこの
銃剣道に限って言えば、日本の元軍隊が当時ですよ、学校に全部生徒に、要するに当時言う
と軍国主義を植え付けるための１つの競技として、競技ではない、何と言うのだろう、訓練
として、軍事訓練です。おこなったという経過があるわけですよ。なぜ今のこの戦後 70 年も
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経ってからですね、今なぜこういうのが出てきたのですかと。逆に聞きたいですよ。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

先ほど増山さん、そういうふうに言っておられますけれども、では弓

道、薙刀、そういったものは銃剣道と類似しないわけでしょうか。私はこれも兵法の１つだ
と思いますし、今では当然スポーツという枠組みの中に入っております。ですから教育長が
答弁しましたように、銃剣道もスポーツに当たるのではなかろうかという見解を示したまで
でございます。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
確かにですね、今回の具体的にはですね空手道、薙刀、弓道、合気

道、少林寺拳法、そして銃剣道が追加されたわけですよ。今言った銃剣道以外は、皆スポー
ツとして普及しているし、それなりに、国民というか住民の理解が得られるそういう競技に
なっているわけです。しかし、とりわけこの銃剣道というのは、競技人数はどのぐらいいる
のかというのはね。例えば西伊豆でどれぐらいいるのか。道場というのは、これ調べますと
静岡県にあるのは自衛隊の滝ヶ原駐屯地、これ１か所だそうです。もし仮にやろうとしたら、
指導員もそこから派遣をしていただいてやるしかないのですよ。だからこの西伊豆町、すべ
て賀茂郡でそういった銃剣道競技をやられたっていうのは聞いたこともないので。そのスポ
ーツですと、教育長言われると、もっと普及するつもりかなというように思って、非常にそ
ういう点でも残念ですということです。
○議長（高橋敬治君）
○教育長（清野裕章君）

教育長。
これがスポーツでなかったら何なのだろうかというところも、私考

えてみましたけども、どれにも該当しないというのが正直なところでございます。先ほど町
ほう ふつ

長が申したように、柔道、剣道、相撲、これら武道には多かれ少なかれ、戦いを彷彿 させる
ような、そういう歴史があるわけですので、そのような歴史も否定できないところがござい
ます。それは銃剣道も同じではないかと、そう考えます。また西伊豆町内にこのような経験
者があるかということについてですが、私が知る限り１名おります。この方は大学で経験さ
れていたということです。あまり詳しいことは申し上げられませんが、そういうことです。
き

ぐ

それからこれが、学校でおこなわれるかという危惧 につきましては、説明させていただきた
いと思います。現行の学習指導要領において、武道は第１学年と第２学年で必修の領域であ
りし ゅう

り、第３学年において球技、武道、ダンスの中から２領域を選択して履修 することになって
います。さらに武道は、柔道、剣道、相撲の３種目から選択することができます。かつて当
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地区においては、剣道が盛んにおこなわれていた時代もありましたが、剣道は防具が重くて、
かび臭い、汗臭いなどの理由から、生徒に不評で、総体的に柔道の人気が高まってまいりま
した。
今回の学習指導要領の改訂について、今年７月に文部科学省から出た解説編で、
「武道につ
りし ゅう

いては従前どおり、柔道、剣道および相撲の中から選択して、履修できるようにし、学校や
りし ゅう

地域の実態に応じて空手道、薙刀、弓道、合気道、少林寺拳法、銃剣道などについても、履修

させることができる」としています。この記述については、学習指導要領にも見られます。
りし ゅう

西伊豆町内の中学校や、西伊豆町において、銃剣道を履修 させるだけの実態があるとは考え
にくいことでありまして、そしてまたこの銃剣道というのは、剣道の防具を身につけておこ
なう競技というように聞いておりますので、それをこれからやってみようというような機運
も、盛り上がりにくいのではないかと、そう考えております。したがって、新しい学習指導
要領において、銃剣道を保健体育の選択種目として加えたとしても、西伊豆町においてはた
だちに現状変更をともなうものではなく、私にこれといった考えはございません。以上です。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

増山勇君。
私は、なぜこれをあえて取り上げたかというのは、もうすでにご存

知のように、安倍内閣になってこういうことが、１つ１つ実現されているのですよ。安保法
制にはじまって、共謀法、そして国家機密法、どんどんですね、70 年前の姿に戻そうという
動きが、いよいよ文部省にも来たのかなと。それで先般の教育勅語も、文部省はいいとこも
あるというように、見解で言っております。ですから本当に 70 年前のこのわが日本が、戦争
をおこなったという反省がほとんどないのではないかと、今あえて言うならば、北朝鮮のミ
サイルの問題で非常に軍事的な対立が深まっていると、連日報道されていますけれども、安
倍政権というか安倍首相対話は考えられないということで、どんどんアメリカから兵器を買
ってですね、もっと軍事費を増やそうとしていると。本来そうではなくて、先ほど言いまし
たような、国民健康保険やあるいは介護保険にもっともっと、高齢化になっているわけです
から、そちらへ予算を振り分けていくべきことなのにも関らず、そういったことが、私教育
分野でも、徐々にじわじわと 70 年前に戻そうという動きが、いってあるのではないかという
ので心配で、当然教育長は、わが町ではそういう指導者もいないし、広がってないというこ
とで、多分採用されることはないであろうと思いますけれどね、注意喚起の意味で、私は今
回、この質問をおこなったわけであります。教育長も独自の見解をお持ちになっていただい
てですね、文部省の方針そのままを流すのではなく、私はこう思うということがね、ぜひ言
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っていただきたいというように思います。以上で私の一般質問を終わります。
○議長（高橋敬治君）

１１番、増山勇君の一般質問が終わりました。

暫時休憩します。

◇

芹

澤

○議長（高橋敬治君）

孝

休憩

午前１１時２２分

再開

午前１１時３０分

君

休憩を解いて再開します。

一般質問を続けます。
通告７番、芹澤孝君。
４番、芹澤孝君。
〔４番芹澤
○４番（芹澤

孝君）

孝君登壇〕

では通告に従いまして、順次質問していきたいと思います。まず地域

おこし協力隊についてであります。
当町では本年度に地域おこし協力隊隊員を新たに５人の方に委嘱しています。地域おこし
協力隊事業の目的は、協力活動を通じた隊員の地域への定住でありますが、全国的な定住実
績は、平成 28 年７月の総務省および農水省の資料によりますと、総務省の地域おこし協力隊
は、約６割であり、農水省の地域おこし協力隊は（平成 26 年から名称を田舎で働き隊地域お
こし協力隊に変更しました。）と約６割となっています。
〔発言する人あり〕
○４番（芹澤

孝君）

５割となっています。

当町の現状は、平成 26 年度に平成 27 年度は、それぞれ短期間での退任となり、定住には
繋がりませんでした。全国的に短期間で退任する理由として多いのが、行政と協力隊員の事
業の方向性がマッチングしていないことがあげられています。このことから、行政に明確な
構想が求められますが、当町として地域おこし協力隊事業に対する構想は、どのようなもの
でしょうか。
次に移住体験ツアーについて、平成 27 年度よりはじめた移住体験ツアーは、今では各地で
おこなわれております。当町が成果を出すには、他と差別化するべく、決め細かなツアーが
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求められていると思いますが、当町の移住体験ツアーの現状はどのようになっているでしょ
うか。
次にお試し住宅についてであります。
平成 28 年より、移住定住政策の一環としてお試し住宅の運用がはじまりました。すでにこ
の事業においても各地でおこなわれております。その目的は移住希望者が長期滞在して、住
居や仕事など、受け入れ側も環境を深く知り、移住に繋がる思いを抱いてもらうことであり
ますが、運用形態は各地で異なり、一様ではありません。そこで１として西伊豆町の運用形
態に移住住宅の稼働率はどのようになっているでしょうか。
次に半島振興法について。
半島振興法は昭和 60 年に時限立法として成立しましたが、依然として半島地域は厳しい状
況にあるとして、平成 27 年度に３度目、10 年間の延長がなされました。目的条文にある広
域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別な措置を講ずることにより、文言が示す
ように数々の優遇措置ができるが、今後の半島振興法の活用については、どのように考えて
いるのでしょうか。
半島振興法の配慮規定について。
半島振興法の配慮規定は、平成 27 年度に８条を追加し 18 条となりました。実にさまざま
な配慮規定があります。さまざまな施策条文に対し、適切な、特別な配慮をしていると、す
るとしていますが、配慮の内容は財政的配慮の他にどのような配慮が期待できるのでしょう
か。
産業振興計画についてです。産業振興促進計画について。
平成 29 年４月、西伊豆町は半島振興法に基づき、産業振興促進計画を作成し、国の認定を
受けました。その理由は時限立法である半島振興法が、平成 27 年度に延長され、一部改正に
より、当該地域は産業振興促進計画の作成を求められることになりました。時系列からすれ
ば計画作成には、時間的余裕があり、十分に精査検討が加えられた上での計画遂行の準備は
十分と考えますが、計画に５年の時限があり、達成するには進捗の過程を点検し、検討する
じょうせき

のが 定 石 だと思いますが、計画の進み方については、当町の場合どのように考えているので
しょうか。
２、産業振興促進計画の実施計画について。
静岡県は伊豆中南部地域半島振興計画を立て、それに沿って当該市町は産業振興促進計画
を作成した。施策実施においては、県当該半島地域、当該市町の３つの単位が考えられます
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が、これらの連携及び役割分担はどのようになっているでしょうか。
以上、壇上での質問は終わります。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

それでは芹澤議員の質問にお答えします。

まず大きな１点目、移住定住について。
（１）地域おこし協力隊について。
地域おこし協力隊事業に対する構想はという質問でございますが、地域おこし協力隊につ
いて、本年度委嘱した地域おこし協力隊６名で、その内本年度新たに委嘱した隊員は５月に
１名、７月に４名の計５名でございます。地域おこし協力隊事業は、もちろん定住も１つの
目的であろうと思いますし、地域外からの新たな考え方や、発想を取り入れるという面もあ
るでしょうから、一概に定住が 10 割にならなければいけないということでもないと思います。
また西伊豆町においても、議員ご指摘のように、26 年度、27 年度に短期で退任された隊員
がいることも承知をしておりますが、人にはいろいろな事情もございますので、ご指摘のよ
うなマッチングミスということではなかろうと存じます。
対策として、行政への明確な構想が求められているとのことでございますが、構想を明確
にすればするほど、マッチングミスに繋がる危険性があると思っておりますので、大きな希
望を掲げた中で、それに賛同してくださる隊員を委嘱しております。ですので、希望はござ
きゅうくつかん

いますが、構想はございません。構想を明確にすると、窮屈感 が出てくるため、変化に対応
できなくなると思います。
次に（２）の移住体験ツアーについて。
当町の移住体験ツアーの現状はというご質問でございますが、移住体験ツアーにつきまし
ては、平成 27 年度に１回、平成 28 年度に２回開催して、合わせて 11 組 25 名が参加いたし
ました。このうち平成 28 年度の第１回目に参加された１組が、今年１月に当町に移住してお
ります。移住体験ツアーは、今年度も６月に一度募集をかけましたが、昨年度整備しました
お試し移住住宅を利用し、長期にわたって西伊豆町での生活を体験し、移住を検討される方
が多くなったこともあり、応募者がございませんでした。
次に（３）のお試し移住住宅について。
①西伊豆町の運用形態はというご質問でございますが、仁科の住宅物件１件をお借りして、
定住を考えている人が西伊豆町をよく知っていただくために利用していただいております。
賃借料１日 1,000 円で、期間は１週間以上、１か月以内で賃貸借契約をいたしております。
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住宅の管理につきましては、地域おこし協力隊と協力し、運営をいたしております。
次に②の移住住宅の稼働率はというご質問でございますが、お試し移住住宅につきまして
は、昨年８月から利用を開始し、全体の稼働率は 52.3 パーセントとなっております。年度別
で申し上げますと、平成 28 年度の稼働率は、33.3 パーセントでした。平成 29 年度は、８月
末現在で、79.1 パーセントございます。次に大きな２の半島振興法について。
（１）半島振興法について。
今後の半島振興法の活用についての考えはというご質問でございますが、６月の定例会で
議決をいただきました、固定資産税の特別措置に関する条例のように、半島振興法、過疎法、
それぞれ住民の方に有利と思われる対応を今後もおこなっていきたいと考えております。
次に（２）の半島振興法の配慮規定について。
半島振興法、条文中に適切なまたは特別な配慮をしているとしているが、配慮の内容は、
財政的配慮の他にはどのようなことが期待できるのかというご質問でございますが、条文の
適切な配慮とは、半島という他の地域に比較して、不利益な地政学性、地政学的制約条件を
考慮し、事業の採択条件や、法的規制などを緩和し、半島以外の他の地域の均衡を図りやす
げんきゅう

い制度運用を示すものでございます。また、特別の配慮とは、議員も言 及 されているように、
財政的な配慮として起債充当率や元利償還金の交付税の基準財政需要額に算入する等のほか、
広域基幹道路整備等の採択も考慮するなどでございます。その他に金融上の措置として、地
域振興のための融資制度や、税制上の処置としての特別償却や資産の買替特例などがあげら
れます。なお、課税免除や不均一課税により減収するものについては、基準財政収入額から
控除することにより、減収分を交付税で補てんするとしております。当町におきましても、
本法の活用を図るため、議員が後段で質問されている西伊豆町産業振興促進計画を作成して
いるところでございます。ただし、国の財源にも限度がございますので、要求どおりの申請
が採択されるとは限りません。
次に大きな３の産業振興促進計画について。
（１）産業振興促進計画について。
計画の進め方についてどのように考えているのかというご質問でございますが、計画に沿
って進めていきたいと思います。
次に（２）の産業振興促進計画の施策実施について。県の伊豆中南部、地域半島計画と該
当市町の連携および役割分担について、どのようになるのかというご質問でございますが、
現在施工されている半島振興法は、平成 27 年の改正により、期限を平成 37 年３月 31 日まで
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の 10 年間延長したものであり、これにともない、県は同法第３条の規定により半島振興計画
を改めて国に提出し、平成 28 年３月に承認を受けたものであります。
半島地域が抱える人口減少、高齢化、地域公共交通、医療、防災などの問題に対し、現在
その半島振興計画に基づき、広域的に取り組むべき課題などを県が中心となり、関係市町と
連携を図りながら実施しているところでございます。
以上、壇上での答弁を終ります。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

でははじめに地域おこし協力隊について少し質問したいと思います。

孝君）

この地域おこし協力隊について調べておりましたら、いろいろある方がいろいろ書き込みを
しておりましてね、それで地域おこし協力隊も失敗例の本質ということで書き込みをしてお
りました。
その１として、地方自治体の担当者が地域おこし協力隊に関心、期待を寄せていない。
２、地域おこし協力隊希望者の方が、自治体が求めている以上の活動内容を期待している。
３、地方自治体と地域おこし協力隊の信頼関係が築いてないとありました。
またさらに、別の方は地域協力隊の志願者の方でしたけれど、経験してまた再度志願する
という方でしたけれど、ここに行政や地域が、地域おこしたいから地域おこし協力隊を募集
するのだと思っていたということがありました。このことを思うに私は全員の方はそうでは
ないと思いますけれど、定住は考えていませんけれど、短期的に地域で活躍しようという方
が多い、多々あると思います。一方で行政としまして、これは国の方針といたしまして、定
住につなげるという政策でありますから、定住に繋げたいということがあるわけですね。そ
ういうことが最初から、ビジョンが違っていることが、失敗例に多々あるということが言わ
れているんですけれど、当町の場合この活動に対するビジョンっていうか、そういうことが
どのようにすり合わせしているのでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

先ほど壇上でも言いましたように、西伊豆町をおこしたいと、盛り上

げたいと思ってくださる方を委嘱しておりますので、そういったところで、マッチングをし
ておるということでございます。
○議長（高橋敬治君）
○４番（芹澤

芹澤孝君。

孝君） 地域おこし協力隊のその方向性っていうことは、全然ないわけですか、

その地域おこし協力隊をどのようにやっていくかという。
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○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

町の方向性と地域おこし協力隊で募集されてきた方の方向性が同じな

ので、計６名を今委嘱しておるということでございます。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

方向性はどのようなものかということを聞いているのですけれど、で

孝君）

は、分かりますか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

ですからさきほどから言っておるように、地域おこしたい、この西伊

豆町をどうにかしたいという町の気持ちと、私たちがなにかお手伝いできないかという、地
域おこし協力隊に募集してきた方がたの気持ちが、同じ方向を向いているということでござ
います。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

次に、町によっては、地域おこし協力隊の活動に対して、隊員に自分

孝君）

で課題を見つけて活動してくれと。隊員に丸投げしているというようなところもあると聞き
ます。
当町では、そのようなところないと思いますけれども、姉妹町の、広報、ふじみ８月号で
で、新規就農者の方が、町にはしっかりした支援体制が構築されていることに驚きましたと
ありました。やはり定住に繋げるということは、この支援体制が大変重要であるかと思うわ
けですけれど、最小１年最長３年の間に、西伊豆町に残っていただいて、定住してもらいた
いと思えるような、取り組みというのはあるのでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

現在西伊豆町も支援体制は相当しっかりしております。また隊員に丸
きゅうくつ

投げがいかがなものかというご意見もありますけれども、逆にあまり窮 屈 にこれをやれ、あ
れをやれということを言うよりは、西伊豆町にとって、こういうことを私たちがした方が、
町が活性化するという、独自の視点を持って活動してもらうことも一案だと思います。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

では、次にこの地域おこし協力隊の定住後の、仮に定住した場合の職

孝君）

業を見ますとね、データとして、就業５割、起業が２割、就農が２割っていうデータがあり
ます。これからすると、この地域協力隊の全員の方が、活動していたもの、そのまま継続し
ているわけではなく、他の仕事を見つけて定住しているというケースがあるわけです。そこ
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で私思うのですけれど、この時間外の部分では、転職し、他の仕事を体験するとか、企業、
その方が次の段階の進む起業の準備をするとか、いうことが考えられますが、この職務以外
の仕事を認めることについては、どのように考えているでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

はい、それは制度内で認められておりますので、西伊豆町でもおこな

っていただいて結構だと思います。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

では最後にもう１点、平成 26 年も 27 年も、平成 26 年、27 年とこの

孝君）

短期で退任になったわけですけれど、当町ではないですけれど、行政の支援が不足によりで
すね、地域、農協等の関係者の団体に顔の繋ぎが十分でなく、隊員が孤立してしまうという
ようなことが多々あるそうです。行政も十分支援しているつもりでも、完璧ということには
ならないと思いますけれど、身近な例から学ぶこともあると思います。今回はこの退任の際
に当然、事情聴取をして、問題点を検討し、今後の対策を立てたと思いますけれど、どのよ
うな問題点があって、どのような改善をされたのか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

議員も退任された理由に関しては、全協等でお話がされておると思い

ますので、ご理解はいただいていると思います。さしあたって、町と隊員との不具合が生じ
てということではなかろうかというように思っておりますので、対応策というのは考えてお
りませんし、今現在いらっしゃいます６名の隊員に関しましては、隊員が孤立しているとい
う現状はないというような認識でございます。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

では次に、移住体験ツアーについて。

孝君）

○議長（高橋敬治君）

質問の途中ですけれども、暫時休憩します。

再開は午後１時といたします。

○議長（高橋敬治君）

休憩

午前

１１時５３分

再開

午後

１時００分

休憩を解いて再開します。

芹澤孝君。
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○４番（芹澤

孝君）

では、移住体験ツアーについて質問します。

移住体験ツアーについては、この参加者は移住定住ということが念頭にあるわけですけれ
ど、最近参加者が移住を決めたという情報もあり、この事業をやる意義は高いと思うのです
けれど、しかしこの事業ももうすでに各地でおこなわれておりまして、成果を上げるにはき
め細かな、事業が必要だと思います。そこで思うのですけれど、世代によって生活スタイル
が違うので、例えば 20 代、30 代は町を知ってもらう取り組みとかね、40 代、50 代は地域の
ライフスタイルを提案するとか。60 代については、豊かな自然の中で、環境を暮らすと、活
動的な暮らしの提案とか、この世代別のコースを設定することはどうでしょうか。というこ
とを。それともう１点、単なる補助金事業をおこなっているということではなく、思い切っ
てツアーに対する当町の本気度を示すということで、参加者の希望する日時、コースに沿っ
てですね、オーダーメイドのツアーを企画するとか、そういうことは考えられないでしょう
か。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

壇上でも答弁させていただきましたけれども、移住体験ツアーに関し

ましては、今現在西伊豆町でお試し移住住宅を利用しての方が増えておる観点もありまして、
なかなか募集をしても集まらない。議員のおっしゃるように 20 代、30 代、また 40 代、50
代、60 代ということで、ジャンルを変えてですね、募集することも可能だとは思いますけれ
ども、今の現状ではそういったものを分けたところで、なかなか募集が集まらない。それは
議員おっしゃるように全国的にこういう動きがあるということでございますので、どちらか
と言えば、お試し移住住宅を利用した体験ツアーという方向で、方向を変えて提案をしてい
きたいというように思っております。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

移住住宅の方にシフトしていきたいということですけれど、この移住

孝君）

体験ツアーと移住住宅ってその垣根というか、事業の目的の垣根がほとんどないような状態
でありまして、そのことについて少し同じようなこと、同じ効果というか、狙うということ
を考えますと、この事業を成功させるかどうかってことは参加者がこの町に来て働く職場が
あるかということは、大変重要なことだと思うのですけれど、このコースにも入っているよ
うですけれど、体験ツアーの、このコースはどういう、事業者さんのコースをどのような事
業者さんが選ばれているのでしょうか。
それともう１つ、事業者さんは移住者さんが来て、随時雇用可能なのか。その２点。
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○議長（高橋敬治君）

まちづくり課長。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

事業者さんが、いつでも受け入れ可能ということの質問

でよろしいでしょうか。
○４番（芹澤

孝君）

コースと。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）
○４番（芹澤

孝君）

コースですね。コースは。

移住者さん、事業者さん、何社ぐらいあるの。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

あらかじめ、体験ツアーの場合、回っていただくところ

の事業者を決めて、そちらを回っていただくようにしております。
○４番（芹澤

孝君）

だからそれを具体的には。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

具体的にということですか。

わさび漬け体験とか、かつお節工場の見学、ガラス工芸の体験等があります。
○議長（高橋敬治君）

もう１点。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）
○議長（高橋敬治君）

雇用についてですか。

雇用が可能なのか。

まちづくり課長。
○まちづくり課長（大谷きよみ君）

そちらでの雇用は、具体的には決まってはおりません。

雇用できるかできないということを、具体的に最初から決めてはありません。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

事業者さんもすぐ受けるってことは、やはりその事業者さんの体力も

孝君）

あるでしょうし、なかなか難しいと思いますけど、このあれですね。この事業を定住に繋げ
るってことで、事業者さんをできるだけ、何ですか。これに参加してもらうというか、この
事業にということで奨励制度のことでこの事業者に、事業者さんに移住者さんを雇用した場
合の何か、補助制度っていうか奨励制度っていうことは考えられないのかということと、ま
たこの移住者が起業する場合に、利子補給とかその起業奨励金とかね、そういう制度は考え
られないのか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

現在そういう奨励制度については、考えてございません。ただ先ほど

申し上げましたように、移住体験ツアーではなくて、お試し住宅を利用したお仕事体験ツア
ーというのは、企画していくという方向で、今動いておりますので、よろしくお願いいたし
ます。
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○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

ではお試し移住住宅ですけれど、これを見ますとこの今、あれですけ

孝君）

どね。さっき町長も言われたけれど、こっちにシフトしてきたいということですけど、最近、
以前は退職のシニアが主役だったのですけれど、近年は子育てに適した環境を求める、30 代、
40 代が移住を希望する人が増えているということで、このお試し住宅の利用者が増えている
という情報があります。当町の場合、子育てに対して、保育園無償化、高校生までの医療無
償化、ＪＥＴ教育の充実などと、この世代に直接響く、施策はとられているのに、しかし今
年のホームページの利用状況を見ますと、お試し住宅の８月 19 日以降ですか、これまったく
予約が入ってないような状況ですが、これはどのように分析していますか。それとまたこの
対策というのはあるのでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

昨年も同じように、９月以降に関しましては、なかなか予約が埋まら

ないということがあるようでございます。ですので、先ほども申し上げましたように、パー
センテージが 33.3 パーセントだったということは、始めたのが８月でございますので、その
のちの９月以降があまり芳しくなかったということで、このパーセンテージ。29 年度は８月
末現在で 79.1 パーセントというのは、８月までの入り込みは、いつも多いようでございます
けれども、それ以降が減っていると。今現在議員、おっしゃられましたように、ホームペー
ジ上では予約がないという状況が昨年もあり、今年もあるということで、傾向的に全国的に
もそうですけれども、夏前、夏までという方が多いようで、それ以降になりますとなかなか
少ないのが傾向としてあるようでございます。
それに加えまして、先ほど無償化があるのに、西伊豆町の方に移住が少ないのではという
ことでございますが、有楽町にあります会館にふるさと回帰センターというのがあるわけで
ございますけれども、そちらの方に行ってお話を聞きますと、いろいろそういった若者、子
育て世代に対する支援があったとしても、空き家であるとか仕事であるとか、そういったも
のを確実に提供できないとなかなか移住には結びつきませんというようなお話も伺っており
ますので、今そういった人が足りてない仕事場、そういったところとは今お話を連携させな
がら、地域おこし協力隊の福井が担当して、うまくマッチングができるような体制を整えて
いる最中でございます。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

次に半島振興法についてですけど、この人口減少が全国よりも１歩進

孝君）
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んでいるとこの半島地域のために、半島振興が平成 27 年度の改正によりこの目的規定で、定
住の促進を明確にしました。そのための就業促進規定によれば、国および地方公共団体は、
半島の住民および半島に移住するものへ、良好な機会の拡充ならびに実践的な職業能力の開
発およびの向上のための施策の充実について、適切な配慮をすることになっていますが、こ
れに対して現在当町がおこなっている施策はどのようなのがありますか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

今おっしゃられました半島振興法の中に書かれている定住とか、そう

いったものに関しては使用していないと。西伊豆町では半島振興法を使っていないという理
解をしていただければと思います。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

では半島振興法の、活用で考えれば、基幹的な市町村道を、都道府県

孝君）

がこの代行整備できるという特例規定があるわけです。現在この町内には、これに該当する
ような事案はないのか。その１点と、例えば現在の不便を感じている浮島トンネル、持越ト
ンネルというのですかね。拡幅工事が、代行工事の対象にならないのか。また、この代行工
事というのは。
○議長（高橋敬治君）

芹澤議員に申し上げます。

１点ずついきませんか。
それでないと非常に分かりにくい。
○４番（芹澤

孝君）

質問。

○議長（高橋敬治君）

答弁がしにくいのではないかと思いますけれど。

○４番（芹澤

でははい。

孝君）

○議長（高橋敬治君）

最初の質問、答弁願います。

産業建設課長。
○産業建設課長（村松圭吾君）
○４番（芹澤

孝君）

○議長（高橋敬治君）

ただいま道路およびトンネルに関しましては、ありません。

浮島トンネルは。
挙手して。発言求めてください。

芹澤孝君。
○４番（芹澤

孝君）

持越トンネルの拡幅工事とかいうやつは、対象にはならないのでしょ

うか。
○議長（高橋敬治君）

産業建設課長。
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○産業建設課長（村松圭吾君）

対象にはなりません。

○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

その理由は。

孝君）

○議長（高橋敬治君）

産業建設課長。

○産業建設課長（村松圭吾君）

基本的に対象になりますのが、市町をまたぐ、要するに松崎

町、西伊豆町から松崎町をまたぐものとかであれば、その対象になりますけれども、町内で
のものでありますので、対象になりません。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

よく読んでください。県道、市町村道で国道につながる道路は対象に

孝君）

なるのですよ。それで工事のあと金額だよね、問題は。よくそのへんは見てください。
それと、なんですか。代行工事とのこれね、県の半島振興法に最初から組み込まれてない
場合は、この事業採択されないのでしょうかね。それであれば、もし途中から組み込むとい
うことはできるのか。
○議長（高橋敬治君）

産業建設課長。

○産業建設課長（村松圭吾君）

見直しができるということになっているもので、代わること

はできると思いますけれども、浮島トンネルに関しましては、協議したけれどもできないと
いうことでした。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

では次に、この半島振興法が昭和 60 年に半島振興のために 10 年間の

孝君）

時限立法として制定されたわけですけれど、過去３回、依然として半島地域の活性化の支援、
半島振興、半島地域が厳しい状況にあるとして、延長されて 32 年間にわたって半島振興が西
伊豆町にもおこなわれてきましたけれど、町に対しても、いろいろ寄与して来たと思います。
この法律は、しかしこの一般住民としてはですね、半島振興法の成果がよく分からないので、
この半島振興法で最近、大きな成果として町としてあげられるものはありますか。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

半島振興法を活用して、皆さまにご報告するような事業がおこ

なっておりません。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

では、配慮規定について少し聞きたいんですけれど、この半島振興法

孝君）

の配慮規定は、各条文、大枠にしか示されておらず、具体的な配慮規定については、該当す
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るほかの関係法令によらなければならないですね。それなので、今ひとつ理解がなかなかで
きないということの中で、農地法等による処分による配慮は、財政的配慮が含まれない規定
だと思いますが、これはどのような利益があるのか、私としてはよく分からない。国、県は
この産業振興促進計画に使用される土地が、農地法等による処分が求められる時は産業処分
じんそく

が迅速におこなわれるように、適切な配慮をすることとしていますが、この適切な配慮とい
うのは、この場合、この具体的な事例というのはどういうものを指すのか。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

これはあくまでも法的用語でございまして、半島振興法を活用

して事業をおこなうにあたって、例えば農業振興地域とかという枠組みがございます。その
ままでは外れないですけれども、そういったところの事業を認めることがあるよと、配慮す
る場合があるよということの書き方でございまして、具体的にこうなりますということでは
ございません。
○議長（高橋敬治君）
○４番（芹澤

芹澤孝君。
じん そく

じん そく

孝君） この迅速 に、処理するっていうことはどういうことを差すのかな。迅速

に処理する。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

じんそく

こちらの方、字のとおりで迅速 ということは速やかにというこ

とですが、例えばこの事業の認可を上げることに対して、審査を早い内にやりますよと、通
常の書類審査ですと秋口に協議があって、春先に書類提出、夏場にと、審査ということで、
ほぼ１年かけてやっておりますが、そういったことは事業計画の中で認めるので、早いうち
の審査をするよということでございます。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

ということは、これは。農地法についての配慮規定ということは町に

孝君）

とって利益ということは、したらその処理が早くなるってことだけですか。利益としては。
そして。
〔発言する人あり〕
○４番（芹澤

孝君）

いいです。そして、この法例は、この活用して、産業促進計画に基づ

いて、町は何か今回事業を計画しているようなことあるのでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

処理が早くなるということはそのとおりでございます。それか
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ら事業の方につきましては、今現在は税制措置の関係、６月の議会でもお願いいたしており
ましたが、ああいった形のものについてしか、今のところは活用されておりません。６月の
定例会で、税制措置について対応しましたけれども、西伊豆町の計画では、今のところそう
いった税制措置等についてしか計画されておりません。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

税制措置等は、これは別な法令だと思うのだけれど、この農地を、な

孝君）

じんそく

にか早く迅速 に、年内に取得して、それでもって何か計画するっていうか、そういうことは
ないわけですね。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

はい、そのような計画はございません。

○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

産業促進計画についてですけれど、これは国から、産業促進計画の認

孝君）

定を受ける時、産業促進計画書とともに、産業促進計画の行程表および内容を説明した文書
を提出するということになっていますよね。町の場合、当然この行程表は作成されています
よね。それと、その振興計画の町の取り組み事項は、行程表に進めていくという理解でいい
のでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

まちづくり課長。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

産業促進計画に行程表をつけてございます。ホームペー

ジ等でもご覧になれると思いますので、この行程に沿って進む、事業を進んでいきます。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

行程表は何で見られるのですか。

孝君）

○議長（高橋敬治君）

まちづくり課長。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

西伊豆町の産業振興計画の１番後ろに行程表が、別に添

付されております。計画書があり、行程表が別に載っております。
○４番（芹澤

孝君）

今ホームページないよね。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

ないです。ないです。

○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

行程表は作られているわけですね。それで行程表が作られて、町の取

孝君）

り組む事項についてはそれに沿ってやってくってことでいいわけですね。それで、産業振興
計画は、この町の取り組み事項が、計画が、円滑かつ確実に実施されると見込まれる時、国
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が認定するってことです。そうするとこの次の質問に対しても、十分答えることはれると思
いますけれど、１として、農業の新たな担い手育成をするための支援、それと２として水産
業の海事従事者の生活安定と担い手を育成するための支援については、２つこの２点。どの
ように進めていくのか。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

農業支援、就業の支援につきましては、昨年度も農林の方でお

答えしましたが、新規就農支援事業という形で対応させていただいております。
水産業の支援といたしましては、資源管理の関係でマダイの中間育成とか、放流事業とか
いう事で支援をさせていただいております。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

今言ったのは、新規就農って言われますけど、では具体的には、新規

孝君）

就農をどうようなプロセスでやってくかってことは、行程表に書いたわけでしょう。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

先ほどもお答えしましたが、事業としては、半島振興法の事業

ではなくて、別の農業振興法とか、水産振興法とかという法の法律で対応させていただいて
おります。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

これ法律の話ではなくて、産業振興計画についての話なんで、産業振

孝君）

興計画はだから行程表、その取り組むべき事項については、行程表、どういうように、どの
ように進めるかっていう行程があって、内容が説明できるという、説明されてある、それで
これは確実にこの事項については実施でき、確実に、円滑かつ確実に見込まれる時、国がは
じめて認定するわけです。その事項について、ただそれだけで説明が不十分だと思いますよ。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

振興計画の中に、事業はそれぞれこういう事業というものがメ

ニューとして載ってはございます。ただ当町の事業内容として承認を受けているのは租税特
別措置法とか、地方税の不均一課税にともなう減収の補てんとかということで、国の方の許
可を得ていると。承認を得ているということでございます。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

では、あれですか。この産業振興計画にね、書かれている町の取り組

孝君）

むべき事項ですか、これは全然ただ書いてあるだけで計画性はないわけですかね。
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○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

計画性がないとかそういう問題ではなくて、もし同じ案件で違う法律

で有利なものがあれば、そちらのものを優先するということで、この半島振興法に書かれて
いるものに沿ってはやっていないというご理解をしていただければと思います。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

おこなっている、おこなっていないの問題ではなくて、このどのよう

孝君）

に進めるかということは書かれているかということ聞いているわけです。どういうふうにす
るかってこと、法律の問題ではないのですよ。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

もう一度繰り返しますが、当町の産業振興計画の中で、国の承

認を得ているのは先ほど言ったように税制措置等についての事業として行程表も提出されて、
承認を受けているものであります。
ただ、そういったいろいろなメニューに、例えば今やっている事業が、町でやっている事
業が合わなくなった時には、振興法で拾うことが可能ですので、そちらにシフトできるよう
にということで、メニューはたくさん載せてございます。以上です。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

いつまでもこんな話したくないのだけれど、だけどこれは産業振興計

孝君）

画というのは県が半島振興計画を立てて、それに沿ってその指導のもとに作っているわけだ
から、やるっていう、ただ変えて済む問題ではないわけですよね。ただもう計画はできて、
こういうようにやるということが前提で書くわけですから。違うのですか。
○議長（高橋敬治君）

まちづくり課長。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

この産業振興計画は、その半島振興法等の税制の優遇措

置を受けるために作ったのもあるのですけれども、計画の中に書かれているものは各担当の
方でいろんな事業をやっております。例えば公共施設のＷｉ−Ｆｉの整備事業の推進とかと
いうのは、交付税の措置を受けて、今現在取り組んでいるところでありますし、それぞれ各
分野の方で取り組んでいます。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

なにのための産業振興計画を作ったのか。ただ県が作成しなさい言っ

孝君）

て作成したのか、少し疑問に思うわけですけれど、半島振興法に、基づく優遇措置の中で、
もっとも産業振興計画の中で、町が取り組むべき事項としてもっとも最優先として書いてい
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るのが、さっき今町長も言われたけれど税制措置です。それについて促進、まちの取り組み
としてこの税制措置の活用に、税制優遇措置の活用について、促進してくってことが、取り
組みとして書かれているのだけれど、この促進はどのように促進されていくのか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

促進と言っても企業さんが設備投資などをしないのに、どうして促進

をすればいいのですか。設備投資できないのにしろしろって言ってけしかけろということで
すか。議員のおっしゃるのは。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

産業振興計画の中のもの、町の取り組むべき事項として、１番あとし

孝君）

て、税制優遇措置の活用を促進してくってことが載っているわけですよ。それだから、では
町だからどのように促進していくのかってことを聞いているわけです。
○議長（高橋敬治君）

まちづくり課長。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

その税制優遇措置の活用を促進できるように、前回の条

例等を作成したものでございます。
○議長（高橋敬治君）
○４番（芹澤

芹澤孝君。

孝君） では、もう１つ、西伊豆町のこのように、この地の利に恵まれないで、

もう労働人口も期待できないようなところで企業誘致をするのは大変厳しい状況にあるわけ
く

し

ですよね。しかし、この近年よく耳にする、情報を駆使 してのサテライトオフィスですか。
このテレワークの導入により移住定住に結び付けるっていう施策は当町のようなところでは、
求められていると思いますけれど、この産業促進計画の中には、この取り組むべき事項に残
念ながら入っていないんですけれど、どうして入ってないのでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

まちづくり課長。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

昨年光のネットワークでしたか、整備されまして、これ

からのＷｉ−Ｆｉの整備事業を今からおこなっていくところです。サテライトオフィス等は、
またその次の段階となると思いますので、これから考えていく事業かと思います。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

最後にここのところで、産業振興促進計画について、当町、この５年

孝君）

間の目標を決めているわけです。それによると新規設備投資件数および、なんですか、新規
雇用者は、農林水産物等販売業者は１社で２人、製造は１社２人。旅館業は２社で５人、情
報サービス業者は１社で１人っていうことになっていますけれど、この目標値はどのような
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根拠で決められたのか。
○議長（高橋敬治君）

まちづくり課長。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

計画の目標の新規雇用者数なのですけれども、今現在、

西伊豆町内の事業所で雇用者が不足しており、採用したいと思っていても、来てくれる方が
まだいない状態なので、この人数を目標として計画に載せました。
○議長（高橋敬治君）
○４番（芹澤

芹澤孝君。

孝君） 確固たるデータなりなんなりに基づいて決めたということではなくて、

個人的な意見として決めたということですか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

役場の出しているものに個人的な意見というものは存在していません

ので、気をつけて発言をしていただければと思います。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

今のはちょっと答えになっていると思いませんけれど、そのへんはデ

孝君）

ータか何かあって決めたわけでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

当然計画を立てる時に明確なデータがあればよろしいのでしょうけれ

ども、５年後のことは分かりませんので、当然希望的観測も入っているという認識をしてい
ただければと思います。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。

○４番（芹澤

それで、では、最後に産業促進計画の実施ですけれど、その場の協力

孝君）

関係とかいう件ですけれど、この９月１日の新聞に、このＮＰ法人による、河津・南伊豆町・
松崎をめぐるこの移住体験ツアーがね、10 月におこなわれるという報道がされていました。
県は、この半島振興計画では、移住体験ツアーは広域で実施するということを言っているわ
けです。なので今回この西伊豆町はこれに入っていないのかということを、少しお聞きした
いと思いますけれど。
○議長（高橋敬治君）

まちづくり課長。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

県を中心としている事業となりますので、今回西伊豆町

が入ってないというだけだと思います。県の事業ですから、どうして西伊豆町が入ってない
かという、ご質問には少し明確な答えは、お答えできません。
○議長（高橋敬治君）

芹澤孝君。
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○４番（芹澤

孝君）

では、そのへんはどう動いているのか全然情報をつかんでないってい

うことですかね。
では、すこし半島振興計画で、最後に国の産業振興を認定した時は、計画の実施に必要な
情報提供、助言、その他援助をしてもらえるってことになっていますけれど、この実施にあ
たり、何かもう援助なり助言なり、受けられたのでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

まちづくり課長。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）６月の議会で条例制定していただいた、不均一課税の関係
で助言等をいただきました。
○４番（芹澤

孝君）

○議長（高橋敬治君）

はい、以上で質問を終ります。
４番、芹澤孝君の一般質問が終りました。

暫時休憩します。

休憩

午後

１時３８分

再開

午後

１時５１分

◎報告第２号の報告
○議長（高橋敬治君）

休憩を解いて再開します。

日程第２、報告第２号

平成 28 年度西伊豆町財政健全化判断比率の報告についてを議題と

します。当局に報告を求めます。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君） 報告第２号

平成 28 年度西伊豆町財政健全化判断比率の報告について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律、第３条第１項の規定により、平成 28 年度西伊
豆町財政健全化判断比率を監査委員の意見を付して、別紙のとおり報告する。
平成 29 年９月５日提出。
西伊豆町長

星野淨晋。

詳細につきましては、担当課長より申し上げます。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

それでは財政健全化判断比率について、説明させていただきま

す。
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次のページをお願いいたします。
健全化判断比率報告書でございます。
本表は実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率、将来負担比率の４つの指標から
なっております。実質赤字比率ですが、これは一般会計にかかるもので、28 年度も赤字はあ
りません。
次に連結実質赤字比率ですが、西伊豆町の持っているすべての会計、一般会計と国民健康
保険、後期高齢者医療、介護保険介護保険事業の特別会計。水道事業、温泉事業の企業会計。
６会計すべてを合わせたものになります。これも赤字はありません。どちらも実質収支が黒
字のため、ここには数字が出ずに―だけの記載になっております。
次の公債比率ですが、28 年度比率が 2.5 パーセント、平成 27 年度比率が 3.3 パーセント
でしたので、差引増減は、0.8 パーセントの減となります。前年度より数値が改善されたと
いうことです。こちらについては、３枚めくっていただけると、添付資料で平成 28 年度健全
化判断比率報告書、健全化判断比率等審査意見書がついております。この意見書の５ページ
をお願いいたします。こちらは総括表の③、実質公債比率の状況（平成 28 年度決算）となっ
ております。ここで中段の１番右端、実質公債比率３か年平均がございます。ここで 2.5 パ
ーセントということをまずご確認ください。
この数値は過去 3 年間の平均値で算出されており、改善された主な要因といたしましては、
町村合併当初のクリーンセンター改修事業の繰上償還などがあげられます。次に将来負担比
率ですが、６ページを開いていただきたいと思います。総括表④将来負担比率の状況。平成
28 年度決算と出ております。票の中段で、将来負担Ａという段があります。この欄に対して
充当可能財源、充当可能財源等Ｂ欄があります。Ｂ欄の方が大きいということで、Ａ−Ｂが
マイナス表示になっておりますが、これは将来負担率がないということでございまして、１
番右端に将来負担比率、パーセントでやはり―という表記になっております。
それでは先ほどの表に戻っていただきまして、以上の結果により、平成 28 年度当町の健全
化判断比率は、最下段に記載しております。早期健全化基準内、これは表の１番下のところ
にあります。15 パーセント、20 パーセント、25 パーセント、350 パーセントというのがあり
ますが、これの中ですべて基準内であるということでございます。状態としては、良好な財
政運営であったということでございます。
以上報告とさせていただきます。
○議長（高橋敬治君）

以上で報告第２号を終わります。
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◎報告第３号の報告
○議長（高橋敬治君）日程第３、報告第３号

平成 28 年度西伊豆町資金不足比率の報告につい

てを議題とします。当局に報告を求めます。
町長。
〔町長
○町長（星野淨晋君）

星野淨晋君登壇〕

報告第３号

平成 28 年度西伊豆町資金不足比率の報告について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条の第１項の規定によりまして、平成 28
年度西伊豆町資金不足比率を監査委員の意見を付して別紙のとおり報告します。
平成 29 年９月５日提出。
西伊豆町長

星野淨晋。

詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君） それでは報告３号、平成 28 年度西伊豆町資金不足比率の報告に
ついて説明をさせていただきます。１枚おめくりください。資金不足比率報告書でございま
す。本表は平成 28 年度の公営企業にかかる資金不足の比率を報告するもので、西伊豆町では
水道事業会計、温泉事業会計、２会計が該当します。資金不足ですので、各会計の余剰金が
あるかないかで判断をされます。先ほどの資料のまず８ページをお開きください。小さい字
で見にくいですが、事業区分という欄がございます。ここで上側が水道事業、下側が温泉事
業会計ということで、観光施設という事業区分に分かれております。
続いて９ページをお願いします。９ページ、こちらも字が小さくて申し訳ありませんが、
左から５番目（８）資金不足額、余剰金額、連結実質赤字比率となっております。こちらの
方が水道事業会計では余剰金が５億 2,122 万 3,000 円、その下の温泉事業会計の剰余額が６
億 9,154 万 8,000 円ございます資金不足は生じていないということでございます。
以上報告とさせていただきます。
○議長（高橋敬治君）

以上で報告第３号を終わります。

◎報告第４号の報告
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○議長（高橋敬治君） 日程第４、報告第４号

平成 28 年度西伊豆町教育委員会自己点検評価

の報告についてを議題とします。当局に報告を求めます。
町長。
〔町長

星野淨晋君登壇〕

○町長（星野淨晋君） 報告第４号

平成 28 年度西伊豆町教育委員会自己点検評価の報告につ

いて。
地方教育行政の組織および運営に関する法律第 26 条第１項の規定により、西伊豆町教育委
員会自己点検評価を報告する。
平成 29 年９月５日提出。
西伊豆町長

星野淨晋。

詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。
○議長（高橋敬治君）

教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（髙木光一君）

ただいま上程されました報告第４号につきまして、ご

説明を申し上げます。報告書は次のページからになります。
まず点検、評価項目につきましては、教育委員会の権限に属する事務の管理および執行の
状況について、県教育長会議で示された点検項目を元に、平成 28 年度教育委員会の活動、教
育委員会が管理執行する事務、それから教育委員会が管理執行を教育長に委任する事務の大
きく３つに分けて教育委員会および事務局で自己点検評価をおこないました。
自己点検評価の内容につきましては、１ページから７ページになります。また自己点検評
価をおこなったものを評価委員会において説明し、それに対する意見をいただいております。
そちらにつきましては８ページに記載してございます。内容につきましては、報告書に記載
のとおりでございまして、詳細説明については省略をさせていただきたいと思います。
以上、簡単ですが報告第４号とさせていただきます。
○議長（高橋敬治君）

以上で報告第４号を終わります。

◎議案第３４号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長（高橋敬治君）

日程第５、議案第 34 号

平成 28 年度林道袮宜畑倉見線災害復旧工事

請負契約の変更についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。
町長。
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〔町長
○町長（星野淨晋君）

星野淨晋君登壇〕

議案第 34 号

平成 28 年度林道袮宜畑倉見線、災害復旧工事請負契約

の変更について。
平成 28 年 12 月７日、第４回西伊豆町議会定例会において議決された、平成 28 年度林道袮
宜畑倉見線災害復旧工事について、下記のとおり請負契約を変更したいので、地方自治法第
96 条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。記、１。
〔発言する人あり〕
○議長（高橋敬治君）

○議長（高橋敬治君）

はい、暫時休憩します。

休憩

午後

２時０５分

再開

午後

２時１３分

休憩を解いて再開します。

引き続き町長。
○町長（星野淨晋君）
記
１．契約の目的

平成 28 年度

２．契約の相手方

静岡県賀茂郡西伊豆町仁科３３１番地の１

３．契約金額

林道袮宜畑線災害復旧工事

有限会社

国本組

代表取締役

国本正徳

原契約額

金

4,968 万円

変更契約額

金

566 万 3,520 円

合

金

5,534 万 3,520 円

計

増

平成 29 年９月５日提出。
西伊豆町長

星野淨晋。

詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。
○議長（高橋敬治君）

産業建設課長。

○産業建設課長（村松圭吾君）

それでは議案第 34 号について、説明させていただきます。

議案を１ページおめくりください。
議案第 34 号の説明調書となっております。
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平成 28 年度

林道袮宜畑倉見線災害復旧工事請負契約の変更についてです。

１．全体の工事概要

土工・重力式擁壁工・呑口部保護工・防護柵工舗装工・道路付属物工・

排水工・撤去工。
２．今回の主な変更内容。
①重力式擁壁の増（当初 290.7 立米、変更 355.3 立米）
②舗装工の増（当初 202.6 平米、変更 277.0 平米）
③撤去工の増（当初 18.0 立米、変更 52.0 立米）
３．工事費内訳表。当初、変更後、比較の順で読み上げます。
設計金額 4,847 万 100 円、5,135 万 250 円、288 万 150 円の増。
その１。すいませんその１ですけれども、２枚めくっていただきまして、説明資料ナンバ
ー１の平面図をご覧ください。その１というのは、この平面図で言います左側の部分、入力
式擁壁工の（１）、（１）と書いてあるのがここで言うその１ということになります。
戻っていただきまして、説明調書を続けて読み上げさせていただきます。
その１、1,225 万円、1,421 万 5,000 円、196 万 5,000 円。
その２、その２というのが平面図で言う右側の箇所になります。
その２、1,567 万 2,000 円、1,691 万 6,000 円、124 万 4,000 円。
直接工事費計 2,792 万 2,000 円、3,113 万 1,000 円、320 万 9,000 円。
諸経費 1,900 万 3,000 円、2,114 万 4,000 円。214 万 1,000 円。
工事価格 4,692 万 5,000 円、5,227 万 5,000 円、535 万円、うち消費税相当額 375 万 4,000
円、418 万 2,000 円、42 万 8,000 円。
合計 5,067 万 9,000 円、5,645 万 7,000 円、577 万 8,000 円。
請負比率も 98.02 パーセントかけました落札額、4,600 万円、5,124 万 4,000 円、524 万 4,000
円。消費税相当額 368 万円、409 万 9,520 円、41 万 9,520 円。
契約額 4,968 万円、5,534 万 3,520 円、566 万 3,520 円の増となります。
１枚おめくりください。資料としまして建設工事請負契約、仮契約書のコピーを添付して
ございます。すいません、建設工事変更請負契約書の写しを添付しております。
もう１枚おめくりいただきますと、先ほどご説明させていただきました資料としてナンバ
ー１で工事の平面図、ナンバー２の方で工事の標準断面図を添付しております。
当工事は、国庫補助事業によります災害復旧工事で、平成 28 年 12 月７日、議会議決によ
り契約が確定し、繰越により施工している事業でございます。工期は平成 29 年９月 29 日で
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す。ナンバー２の標準断面図をご覧ください。
過日、臨時議会や全員協議会でも説明させていただきまして、重複しますけれども、この
工事現場の工事箇所、地盤が軟弱で支持力を得るために、基礎地盤にあたるところまで、こ
の図面で言う赤い部分になりますが、そこまで床掘れしなければならなくなりました。この
ため、床掘りが深くなり、その分コンクリートの擁壁が当初の予定よりも高くなったという
ことにより、土工量やコンクリート量が増加したものでございます。また、床掘りが深くな
ったことにともないまして、次に１枚戻っていただきまして、ナンバー１の平面図をお願い
します。
この床掘りが深くなったことによりまして、道路の掘削幅が広がったことで、舗装面積が
増となりました。ここは図面の赤い部分が当初より舗装面積が増えた部分になっております。
その他、測量時に確認できなかったコンクリート構造物が、地中で確認されたことなども含
め、既設アスファルトの撤去も含むこれら、撤去量が増えたことによります工事の変更とな
ります。
以上、簡単ですが説明とさせていただきます。
○議長（高橋敬治君）

提案理由の説明が終わりました。

これより本案に対する質疑をおこないます。
質疑ありませんか。
６番、加藤勇君。
○６番（加藤

勇君）

完成工期の関係でお聞きいたします。先ほどの説明で、この９月 29

日が完成工期ということですが、前回単独費もここにつぎ込んで工事が進められていると思
うわけですけれども、現在の進捗状況と言いましょうか、完成時期はいつごろと見込んでお
られますか。
○議長（高橋敬治君）

産業建設課長。

○産業建設課長（村松圭吾君）

今、順調に工事の方は進めておりますので、工期内には終わ

る予定ではおります。
○議長（高橋敬治君）

他にございませんか。
〔発言する人なし〕

○議長（高橋敬治君）

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。
これより討論をおこないます。
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先に原案に反対者の発言を許します。
〔発言する人なし〕
次に原案に賛成者の発言を許します。
〔発言する人なし〕
○議長（高橋敬治君）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。
これより本案を採決します。
議案第 34 号

平成 28 年度

林道袮宜畑倉見線災害復旧工事請負契約の変更について、原

案のとおり決定することに賛成の諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長（高橋敬治君）

挙手全員でございます。

よって議案第 34 号は、原案のとおり可決されました。

◎議案第３５号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長（高橋敬治君）

日程第６、議案第 35 号

平成 29 年度西伊豆町一般会計補正予算（第

４号）を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
町長。
○町長（星野淨晋君）

議案第 35 号

平成 29 年度西伊豆町一般会計補正予算（第４号）。

平成 29 年度西伊豆町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億 600 万円を追加し、歳入歳出予算の
総額をそれぞれ 60 億 2,600 万円とする。
２、歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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」による。

（地方債の補正）
第２条、地方債の変更は「第２表

地方債補正」による。

平成 29 年９月５日提出。
西伊豆町長

星野淨晋。
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詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

それでは議案第 35 号について、説明いたします。

今回の補正の主なものといたしましては、歳入においては普通交付税の増額、社会保障・
税番号制度、システム整備補助金、無線システム支援事業等補助金、地方創生推進交付金、
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、森林環境保全直接支援事業補助金、観光施設整
備事業費補助金等の増額の他、道路橋梁費での指定寄附金や、ふるさと応援基金からの繰入
金、町債の増額などが主なものとなっています。
歳出におきましては、４月、５月の人事異動にともなう給与等人件費関係の調整をおこな
いました。また、公共施設等総合管理計画の策定業務、番号制度のシステム改修業務、地域
おこし協力隊の増員にともなう諸費用、観光振興として地域商社事業設立・普及事業委託。
小規模介護支援事業者への施設整備補助。過年度分の児童福祉費や障害者支援給付費の返還
金、新規事業として地籍調査業務、町有林間伐業務、漁港浚渫にともなう土質調査業務、観
光バス誘客事業調査業務などのほか、浮島海岸の防護柵改修工事や指定寄附金による町道今
山線維持工事費、この他ふるさと振興費として、ふるさと納税返礼品、情報通信サービス料、
消防費で旧第３分団詰所の解体、跡地舗装工事や防災資機材として、トランシーバーの購入
費などが増額となっております。
それでは２ページをお願いいたします。
第１表、歳入歳出予算補正、歳入です。
款、項、補正額、計の順に朗読します。
９款地方交付税１項交付税、ともに 614 万 3,000 円、21 億 6,614 万 3,000 円。
13 款国庫支出金 2,504 万円、３億 5,048 万 3,000 円。２項国庫補助金 2,504 万円、１億 7,093
万 1,000 円。
14 款県支出金 989 万 4,000 円、３億 1,014 万 1,000 円。２項県費補助金 989 万 4,000 円、
１億 5,308 万 8,000 円。
15 款財産収入２万 4,000 円、785 万 3,000 円。２項財産売払収入２万 4,000 円、２万 6,000
円。
16 款寄附金１項寄附金ともに 499 万 9,000 円。５億 500 万 4,000 円。
17 款繰入金１項繰入金ともに３億 320 万円、10 億 9,924 万 8,000 円。
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20 款町債１項町債ともに 5,670 万円、２億 8,720 万円。
歳入合計４億 600 万円を増額して、60 億 2,600 万円としたいものです。
３ページをお願いいたします。
歳出です。款、項、補正額、計の順に朗読いたします。
１款議会費。１項議会費ともに 711 万 8,000 円、7,146 万 1,000 円。
２款総務費 4,127 万 3,000 円、８億 1,563 万 2,000 円。１項総務管理費 4,677 万 2,000 円、
６億 4,260 万 5,000 円。２項町税費 23 万 8,000 円、8,076 万円、３項戸籍住民基本台帳費 573
万 7,000 円減、7,279 万 1,000 円。
３款民生費 1,628 万 7,000 円、10 億 8,345 万 4,000 円。１項社会福祉費 1,127 万 8,000 円、
６億 401 万 9,000 円。３項児童福祉費 141 万 6,000 円減、１億 6,248 万 6,000 円。４項生涯
福祉費 642 万 5,000 円、２億 7,488 万 3,000 円。
４款衛生費 247 万 9,000 円減、６億 6,366 万 4,000 円。１項保健衛生費 35 万 8,000 円。１
億 6,090 万円。２項環境衛生費 290 万 3,000 円減、１億 1,598 万円。４項町営斎場管理費、
６万 6,000 円、1,081 万 2,000 円。
５款農林水産業費 1,424 万 5,000 円、２億 9,345 万 6,000 円。１項農業費、146 万 2,000
円。2,951 万 6,000 円。２項林業費 1,127 万 8,000 円、5,493 万 9,000 円。３項水産業費 150
万、２億 787 万 6,000 円。４項土地改良費 5,000 円、112 万 5,000 円。
６款商工費１項商工費ともに３億 1,332 万 7,000 円。８億 5,916 万 6,000 円。
７款土木費 438 万円、２億 8,779 万 5,000 円。１項土木管理費 105 万 5,000 円減。5,252
万 4,000 円。２項道路橋梁費 543 万 5,000 円。２億 846 万 3,000 円。
８款消防費１項消防費ともに 938 万 4,000 円。３億 4,226 万 5,000 円。
４ページをお願いします。
９款教育費 246 万 5,000 円、４億 3,242 万 2,000 円。１項教育総務費 191 万 9,000 円減、
7,452 万 4,000 円。４項幼稚園費 530 万 6,000 円。9,267 万 2,000 円。５項認定子ども園費
14 万 5,000 円、6,913 万 3,000 円。６項社会教育費 139 万 9,000 円、4,597 万 4,000 円。７
項保健体育費 246 万 6,000 円減、6,636 万 8,000 円。
歳出合計４億 600 万円を追加し、60 億 2,600 万円としたいものです。
５ページをお願いいたします。
第２表、地方債補正（第４号）です。
補正額のあるところだけを説明いたします。
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浦上八木線改修事業、補正額 2,470 万、6,950 万円。
臨時財政対策費、対策債、3,200 万、１億 6,200 万円。
計の欄です。5,670 万円。２億 8,720 万円としたいものです。
続いて６ページをお願いいたします。
こちらは歳入歳出補正予算事項別明細書。
１、総括、歳入です。
先ほど説明いたしました第１表、歳入歳出補正予算の歳入と同様ですので、省略をさせて
いただきます。
次に歳出です。これにつきましても第１表、歳入歳出予算補正額の歳出と同様ですので、
省略させていただきます。補正額の財源内訳については、記載のとおりとなっております。
７ページをお願いいたします。
２、歳入です。
歳入につきましても、主なものを説明させていただきます。
９款地方交付税、１項１目地方交付税 614 万 3,000 円を計上いたしました。
13 款国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金 2,343 万 4,000 円。内訳といたしまして、社
会保障・税番号制度システム整備補助金 270 万円。無線システム復旧支援事業費等補助金 923
万 4,000 円。地方創生推進交付金 1,150 万円を計上いたしました。２目民生費国庫補助金、
160 万 6,000 円。内訳といたしまして社会保障・税番号制度システム整備費補助金 25 万 9,000
円と地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 134 万 7,000 円を計上いたしました。
14 款県支出金、２項３目衛生費県費補助金 98 万 2,000 円はへき地医療施設整備促進事業
費補助金を計上いたしました。４目農林水産業費、県補助金 491 万 2,000 円。主な内訳とし
て国土調査費 75 万円と、森林環境保全直接支援事業補助金 391 万 2,000 円を計上いたしまし
た。５目商工費、県補助金です。400 万円、観光施設整備事業補助金を計上いたしました。
15 款財産収入、２項１目不動産売払収入２万 4,000 円を計上いたしました。
８ページをお願いいたします。
16 款寄附金、１項３目土木費寄附金です。499 万 9,000 円。道路橋梁費指定寄附金です。
17 款繰入金、１項５目ふるさと応援基金繰入金、３億 320 万円を計上いたしました。
20 款町債、１項２目土木債、247 万円。浦上八木線改修事業の計上と３目。
〔発言する人あり〕
○総務課長（佐久間明成君）

土木債 2,470 万円。浦上八木線の改修事業の計上です。３目で
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す。臨時財政対策債、3,200 万円を計上いたしました。こちらの方は県から限度額、貸付限
度額ということで８月に数字が出されましたので、そちらを補正させていただております。
９ページをお願いいたします。
３、歳出です。
歳出につきましても、主なものを説明していきます。
１款議会費、１項１目議会費です。711 万 8,000 円は、人事異動にともなう給料等人件費
関係が主なものとなっております。
２款総務費、１項１目一般管理費。665 万 1,000 円は、人事異動にともなう給料等人件費
関係が主なものとなっております。３目会計管理費、249 万 1,000 円の内訳は、13 節委託料
公会計統一基準・財務処理作成コンサル業務 158 万 3,000 円と、14 節使用料および借上料公
会計システム借上料で、90 万 8,000 円です。
10 ページをお願いいたします。
４目財産管理費 500 万円の主なものは 13 節委託料、公共施設等総合管理計画策定業務 486
万円です。11 目情報管理費 99 万 3,000 円減は、人件費関係を減額し、13 節委託料、番号制
度にともなう住基システム整備業務 270 万円を計上いたしました。12 目地域開発費 968 万
7,000 円の主なものは、７節賃金 396 万円。地域おこし協力隊賃金と 14 節使用料および賃借
料 258 万 1,000 円。内訳として車両借上料 69 万円と住宅使用料 189 万 1,000 円です。
11 ページをお願いいたします。
16 目まち・ひと・しごと・創生事業です。2,300 万円は地域商社事業設立・普及業務委託
費です。
12 ページをお願いいたします。
２款３項１目戸籍住民基本台帳費 573 万 7,000 円減は、人事異動にともなう給料と、人件
費関係となります。
３款民生費、１項１目社会福祉総務費 862 万円は、人事異動にともなう給与人件費関係の
増額と、19 節負担金補助金補助金および交付金、地域介護・福祉空間整備等補助金 134 万 7,000
円が主なものです。２目国民年金費 336 万 8,000 円は、人事異動にともなう給与等の関係に
なります。
13 ページをお願いいたします。
５目介護保険事業特別会計繰出金 239 万 1,000 円減は、28 節繰出金、職員給与費等繰出金
337 万 3,000 円減が主なものです。
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３款３項２目児童福祉措置費 411 万 2,000 円は、23 節償還金利子および割引料過年度児童
福祉法措置負担金返還金を計上いたしました。３目仁科保育園費 557 万 8,000 円減は、人事
異動にともなうものでございます。
14 ページお願いいたします。
３款３項３目自立支援給付費 642 万 5,000 円は、23 節償還金利子および割引料。内訳とし
て過年度分自立支援給付費返還金 510 万 4,000 円と、過年度分自立支援医療費返還金 510 万
4,000 円と、過年度分自立支援医療費返還金 132 万 1,000 円です。
４款環境衛生総務費 290 万 3,000 円減は人事異動にともなうものでございます。
15 ページをお願いいたします。
５款農林水産業費、１項５目地籍調査費 100 万円は、13 節委託料 98 万円、地籍調査業務
委託が主なものです。５款２項２目林業振興費 1,036 万円は、13 節委託料 970 万円、町有林
間伐業務委託が主なものです。
16 ページをお願いします。
５款３項３目漁港建設費 150 万円は、13 節委託料、漁港内浚渫にかかる土質調査業務にか
かるものです。
６款商工費、１項 1 目商工総務費 501 万 1,000 円減は、人事異動にともなうものです。３
目観光費 546 万円。内訳として 11 節需用費 46 万円、印刷製本費と 13 節委託料 500 万円、こ
れは観光バス誘客事業調査委託を計上しております。４目観光費 892 万 2,000 円は、11 節需
用費で 300 万円、施設修繕費とその 17 ページをお願いいたします。
13 節委託料 100 万円、海岸漂着物撤去委託料。15 節工事請負費 442 万 2,000 円、浮島海岸
防護柵改修工事で 600 万円が主なものでございます。
続きまして６目ふるさと振興費３億 320 万円は、８節の報償費２億 5,000 万円、ふるさと
納税特産品でございます。11 節需用費 62 万 7,000 円減は、消耗品費 600 万円減と、印刷製
本費 537 万 7,000 円を計上し、12 節役務費 5,079 万 5,000 円。内訳として郵便料 950 万円。
情報通信サービス料 3,514 万 5,000 円。宣伝広告料 600 万円。郵便振込み手数料 15 万円、13
節委託料 240 万 7,000 円。内訳としてＯＡシステム保守業無 19 万 4,000 円。ふるさと納税業
務 222 万 3,000 円が主なものとなっております。
18 ページをお願いいたします。
７款土木費１項１目土木総務費 105 万 5,000 円減は、人件費、人事異動にともなうもので
ございます。７款２項１目道路費 543 万 5,000 円は、15 節工事請負費 500 万円、今山線維持
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工事が主なものでございます。
８款消防費１項３目消防施設費 480 万円は、15 節工事請負費、旧３分団詰所解体工事と跡
地舗装工事を計上いたしました。４目防災対策費 299 万 4,000 円は 12 節役務費で 59 万 7,000
円と 19 ページをお願いいたします。18 節備品購入費 222 万円。こちらは防災資機材等購入
費が主なものでございます。５目防災施設管理費 150 万円は、19 節負担金、補助金および交
付金、コミュニティ防災センター等修繕事業補助金を計上いたしました。
９款教育費１項２目事務局費 191 万 9,000 円減は、教育長の給料の減額でございます。こ
ちらは町長選の改選がありましたので、これによって減額が発生しております。
９款４項１目仁科保育園管理費 247 万 7,000 円は、人事異動にともなう給料等の関係でご
ざいます。
20 ページをお願いいたします。
２目賀茂幼稚園管理費 276 万 1,000 円は、こちらも人事異動にともなうものでございます。
21 ページをお願いします。
９款７項３目田子給食センター費 246 万 6,000 円減も、人事異動にともなうものでござい
ます。
以上、説明とさせていただきます。
○議長（高橋敬治君）

提案理由の説明が終わりました。

これより本案に対する質疑をおこないます。
質疑は全般にわたり、ページを差して質疑してください。
質疑ありませんか。
１０番、山本榮君。
○１０番（山本

榮君）

それでは支出の総務費、11 ページでお願いします。

16 目まち・ひと・しごと創生事業、この委託料についてもう少し細かく、詳しい説明を求
めます。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

この事業は、地方創生推進交付金を使いました、内閣府の事業による

ものでございます。2,300 万円の内訳は、450 万円が地域商社の作るための費用ということで、
残りの 1,850 万円が、これから丸亀市さんと一緒に公募をおこなうわけでございますけれど
も、その事業者にお金をおわたしいたしまして、この事業を進めるものでございます。この
詳細につきましては、内閣府の方から詳細の指示が来て、丸亀市さんが幹事自治体となって
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おこなう事業で、全額国の予算をいただいての事業になります。
○議長（高橋敬治君）
○１０番（山本

山本榮君。

榮君）

全額交付金ということですが、この歳入の方には７ページ、この総

務費国庫補助金、この下の方に地方創生推進交付金 1,150 万円がありますが、これが該当す
るのかと思うのですが、そうすると 2,300 万、残りの額はどこに記載されているか、それを
お願いします。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

このお金でございますけれども、交付金が２分の１。交付税が２分の

１ということでございまして、交付税につきましては本予算に計上しておりますけれども、
交付金につきましては、最終的にいくら来るかというのが確定してからの、歳入になります。
今現時点では事業が始まっておりませんので、交付金としての収入はありませんけれども、
後日これがいただけるということになっております。
○議長（高橋敬治君）

他にございませんか。

８番、西島繁樹君。
今の同じところですけども、11 ページですね。この地域商社事業設立、これ具体的な仕事
というか業務内容は分かりますか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

はい。事業内容につきましては、町内にあります商材の掘り起こし、

そして現在とり扱っておる商品を、都会向けにブランディングをする事業。それと商品とか
この西伊豆町、プロモーションをしていく事業、それと販路開拓などがございます。
○議長（高橋敬治君）

よろしいですか。

他にございませんか。
１１番、増山勇君。
○１１番（増山

勇君）

今の質問、質疑に関連して再度お伺いしますけれども、以前、総務

省の事業で携帯電話を使った町内でのスタンプですか、あれ。なんかやりましたよね。あの
時も総務省の方から全額やるからやったらどうかということで、飛びつく、飛びつくってい
うか西伊豆町がおこなったわけですけれども、あんまりメリットがなかったかなと思うので
すよ。今回もこれ丸亀市と西伊豆町との関係というのはどなたがコーディネートして、丸亀
市となったのか。そして西伊豆町にとってはどんな有利な点があるのか、その点をまずお聞
きします。
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それと何点もありますので、２点目は、歳入っていうか歳出の方でお伺いしますけれども、
12 ページ。社会福祉総務費の補助金ですね。19 節の地域介護・福祉空間設備等補助金、この
事業ですけども、歳入の方見ますと国の補助はあるみたいですけれども、県や町の補助はこ
の事業についてはなかったのか。またしないのかと、これ伺ったらどうも、仁科地区にある
介護事業所のスプリンクラーを取り付けるという事業というように伺っております。こうい
った場合個人負担はどれぐらい見込んでいるのか。その点を少しお伺いします。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

担当課長より説明を申し上げます。
〔発言する人あり〕

○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

福祉の関係につきましては、担当課長より説明を申し上げます。地域

商社の関係につきましては、丸亀市との関係ということでございますけれど、ある事業所、
都内ですけれども、事業所のところに内閣府からお話があり、そういった地域商社を興して、
地元の産品を都内で売り出す市町を募集していたところ、西伊豆町が皆さん、広報委員会の
方は行かれたことはあるかもしれませんけれども、サテライトオフィスを神田に構えており
ますけれども、そういったところの関係でお声がかかったと。その中で丸亀市と西伊豆町が
手を挙げて、この事業に参入しているということでございます。これは、単年度事業ではな
くて、この平成 29 年度を含めて３か年事業、31 年までの事業でございます。ですので、議
員おっしゃられましたように、スマホアプリのような単発的なものではございませんので、
よろしくお願いをいたします。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君） 12 ページの地域介護・福祉空間整備等補助金の関係でござい
ますが、国の補助だけで、町・県のつけ増し補助はありません。聞いているとこによります
と、事業費としては 615 万程度かかる予定でございます。残りの金額については、自己資金
ということで聞いております。以上です。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

１１番、増山勇君。
その国の補助の関係なのですけれども、これはその事業者が、こう

いう補助があるからってことで、町の方に申し入れがあったのか、それとも町の方がこうい
う補助があるから、使ったらどうかというように、進められたのか。そっちですね。担当の
方でどういうようなあれでしょう。この事業者の方は元消防署の職員だと私は伺っているも
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ので、そういったことに明るかったのかなと思っているのですけれども。せっかくこういう
いい施設をやるに、国だけの補助ではなくて、県もまた町独自もね、やって他の施設にも普
及させた方がいいのではないかというように考えるわけですけどいかがでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

これにつきましては、事業者の方から話がありました。

○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

今の件につきましては、担当課長から説明を受けた時に他の事業者さ

んでも、もしそういうものを使って設備投資をするのであれば、お声かけをしてはどうかと
いうお話をしたのですけれども、やはり事業所の負担がとても大きいので、なかなかそこに
踏み込むことができないのも現実でございます。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

あの現在の町内にある施設で、これに該当する施設はこの施

設しかない状況になっております。
○議長（高橋敬治君）

いいですか。

他にございませんか。
７番、山田厚司君。
○７番（山田厚司君）

２点ほどお願いしたいのですけれども、１つは地域商社、ページはで

すね、11 ページです。先ほどらい、何点か、何人の方がたが質問しているのですけれど、こ
れ見ますと、地域商社協議会なるものを、これ設立するみたいな感じでいろいろと書いてあ
ったのですけれども、例えば、この協議会自体、丸亀市と組むというようなことになってい
るのですけれども、そうすると地域のあれをいろいろやりながらブランディングしてどうの
こうのということなのですけれども、その協議会自体を設立するにあたって、地元の、業者
さんが直にその協議会に加わっていくものなのか、そのへんのところはどういう理解なので
しょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

協議会を作ってうんぬんということではなく、西伊豆町においては西

伊豆町内に地域商社をこれから立ち上げますので、そこに委託費として先ほど質問がありま
した、事業内容をしていただくと。逆に販売の方に関しましては、都内にあります業者さん
をこれから公募で選びますけれども、そこに委託をしていろんな販路開拓などをしていただ
くということでございます。
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○議長（高橋敬治君）

いいですか。

他にございませんか。
９番、堤議員和夫君。
○９番（堤

和夫君）

５ページお願いします。

地方債補正で少し質問したいと思います。
浦上八木線改修事業で 2,470 万の補正額で、計が 6,950 万になっていますけれども、前回
臨時で契約を可決したと思いますけれど、あの時の数字は 7,200 某でしたけれども、少し足
らないんですけれども、その足らない部分というのはどのような資金を使うのか。それから、
臨時財政対策債が総務課長、内示が来たから 3,200 万入れといたよということなのですけれ
ど、臨時財政対策債というのは、町が事業おこなって、足らなくなったら起債してもいいで
すよというように認識しておるのですが、これはどのようなものに、事業にあてるつもりな
のでしょうか。
それから、歳出の方で１点 18 ページの消防費の消防対策費 12 役務費で電話料等 59 万 7,000
円。それから防災、次のページです。19 ページの防災資機材等購入費で 222 万。これ確か、
前補正の２号でも同じ。少しまってくださいよ。補正２号でも電話料等で 168 万、備品購入
の方、防災機材等購入費で 481 万 9,000 円。こういう補正しているにまた補正しているので
すけれど、その理由をお願いします。
○議長（高橋敬治君）

順番でいきましょうか。

○防災課長（山本法正君）

順番でいきます。

○議長（高橋敬治君）

浦上八木線でしょう。

○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

それでは５ページの方ですけれども。浦上八木線改修事業費の

方に補正額 2,470 万円ということですが、これにつきましては、そのまま 2,770 万円、合計
6,950 万円ということで、発注等もございましたので、金額を見ながら補正をさせていただ
いております。臨時財政対策債ですが、こちらの方も一般会計の持出し分を減らすというこ
とで、充当をさせていただいております。
どこにということではなくて、現在一般会計側の方へ入れるということで、承認をいただ
いております。以上です。
〔発言する人あり〕
○議長（高橋敬治君）

防災課長。
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○防災課長（山本法正君）

18 ページから 19 ページにかけての通信費と維持購入費ですが、

補正第２号で 60 基、それで今回の補正で 30 基、いずれもビジネストランシーバーの購入を
お願いしております。それと、通信費につきましては、そちらの基本使用料という形になり
ます。それとなぜまた追加ということですけれど、最初の 60 基分につきましては、町の災害
対策本部、それで４つ支部がありますけど４支部。それから消防団への配備が主なものとな
っております。今度の 30 基につきましては、これ２プラス学校とか幼保、それから福祉介護
施設などへの配備を考えております。
○議長（高橋敬治君）
○９番（堤

９番、堤和夫君。

和夫君） 浦上八木線ですが 6,950 万と言うのですけれど、臨時議会の時には 7,236

万という契約金額だったのです。だから何かこれ社会資本整備の来るお金を、ここに充てな
がらやるのではなかったのかなと思って質問したのですけれども、そのへんもう一度明確な
回答をお願いします。
それからこの臨時財政対策債はそれでは内示があったのですけれども、どこにどういうよ
うに使われるというようなことは、ないわけですね。それでは、これは、結局最後になった
ら予算計上、要するに余っていくその繰越金なり、余剰金なりの方向に入ってくる。こうい
う考えでよろしいのか。
それからその２号で補正して、トランシーバーを購入して、これから４号でまた学校とか
という説明ですけれど、その２号補正のトランシーバー買う時に、そういう学校とか、全体
でこれ買えばいくらかでも、個数が多くなれば、安くなった。ロットで安くなったと思うの
ですけれども、そのへんどうしてそういうようにタイムラグが発生したのかお願いします。
○議長（高橋敬治君）

では、いきますか。

では、どっちか。
総務課長。
○総務課長（佐久間明成君）

浦上八木線でございますが、当初、現在計画している延長の２

分の１、ほぼ半分で交付金事業の方で申請をしておりました。ただ事業効果を上げるという
こと。安良里地区の通行止めを２年間かけるよりは、１年間で早いうちに事業効果を出した
いということで、総額を発注することになりまして、その分の補てんとして、考えておりま
す。2,470 万円については、そのような対応を考えておりますと。交付金事業は交付金事業
で入ってきます。だけども全線分はないので、残りの半分について、こちらで対応したいと
いうことです。それから、臨時財政対策債につきましては、ご指摘のとおりでございます。
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最終的に調整をまたかかるということになります。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

18、19 ページにかかりますトランシーバーの件でございますが、当初

購入しました 60 台につきましては、今までも既存で配備していた移動系のものに代わるもの
でございます。なぜ一緒に 30 台をということでございますけれども、今まで想定していなか
ったものに、病院であったりとか、介護施設あったり、学校、幼保についてもそういうもの
が、もし道が寸断されて、必要になることも考えられるので、これを導入した方が安心、安
全のためになるということで、30 台を追加するということでございます。
〔発言する人あり〕
○議長（高橋敬治君）

休憩ですか。はい。

暫時休憩します。

○議長（高橋敬治君）

休憩

午後

３時１４分

再開

午後

３時１９分

休憩を解いて再開します。

他にございませんか。
８番、西島繁樹君。
○８番（西島

樹君）

15、16、17 と３ページお願いします。

15 ページ、１番下の林業振興費ですけれども、町有林の間伐業務があります。参考までに、
町全体で８割ぐらいが森林ですけれども、そのうちの町有林というのは何パーセントで、そ
のうちの今度やる間伐業務は。
〔発言する人あり〕
○８番（西島

樹君）

これが見えないので。その内の何パーセントを今回その間伐するのか

を教えてください。それから次のページの 16 ページ。これも１番下の方ですが、商工費の下
から２つ目、３の３目の観光費ですか。そこに委託料で観光バス誘客バス調査委託というの
があります。これ具体的にどういうことをおこなって、例えば固有名詞まずいのかもしれま
せんけれども、東京のバス会社とタイアップしておこなうのかという、具体的なことを教え
てください。
それから 17 ページの真ん中というか、ふるさと振興費、ふるさと納税の特産品ですけれど
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も、特産品になっています。これは返礼品のことだと思いますけれども、品物の例えば、品
物というか返礼品の傾向って言うのですか。例えば最近はダイビングの券だとかそういうの
も入っていますけれども、主にどういうもので、新しい傾向があるのかを教えてください。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

間伐につきましては、担当課長から説明を申し上げます。

16 ページのバスの件でございますけれども、某企業さんとはタイアップをいたしまして、
できればこれを繰越明許する形で、４、５、６月にお客さんを誘客しながら、そこでアンケ
ートを取っていただくということで、委託費であげております。山本洋志議員の一般質問に
も答えましたけども、こういったもので調査をしたいということで、500 万円をあげさせて
いただいております。簡単に言いますと、1,000 円×5,000 人というふうに計算をしていただ
ければというように思っております。17 ページの品物の傾向ということでございますけれど
も、ふるさと納税のホームページを見ていただければ分かるかと思いますけれども、あくま
でもクリックしやすいところにあるのが、返礼品として取り上げられる傾向は変わりござい
ません。それは私も議員の時に指摘をしてきまして、なるべくそういう状況が、西伊豆町が
トップにあがるようにしてくださいということを言っておりましたけども、やはりその傾向
は変わらず、商品券につきましては、そのランキングで西伊豆町上位にございますので、感
謝券が上位に来ると。その次に上位に来るのが干物でございますが、この干物に関しまして
も、やはり取引の多いところがどんどん多くなっていくという傾向にございますので、同じ
町内の中でも若干差が出てくるということで、干物だから全体的に流れているという状況で
はございません。
○議長（高橋敬治君）

産業建設課長。

○産業建設課長（村松圭吾君）
○議長（高橋敬治君）

○議長（高橋敬治君）

休憩お願いします。

暫時休憩します。

休憩

午後

３時２４分

再開

午後

３時３４分

休憩を解いて再開します。

産業建設課長。
〔発言する人あり〕
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○議長（高橋敬治君）

失礼いたしました。

暫時休憩します。

○議長（高橋敬治君）

休憩

午後

３時３４分

再開

午後

３時３４分

休憩を解いて再開します。

産業建設課長。
○産業建設課長（村松圭吾君）

失礼しました。先ほどのご質問についてですけれども、町全

体のうちの町有林というのが約 20.3 パーセントになります。今回その間伐をおこなう予定し
てるものが、その町有林のうちの 0.36 パーセント分になります。
○議長（高橋敬治君）

面積は。

○産業建設課長（村松圭吾君）

ちなみにその今回予定をしておるのが、６ヘクタールの間伐

を予定しております。
〔発言する人あり〕
○議長（高橋敬治君）

指名受けてください。

手を挙げて。
８番、西島
○８番（西島

樹君。
樹君）

0.6 ヘクタールというのはどのへんですか。

○議長（高橋敬治君）

６ヘクタール、６ヘクタールですね。

○８番（西島

ばらばらですね。

樹君）

○議長（高橋敬治君）

産業建設課長。

○産業建設課長（村松圭吾君）

今回予定しておりますのが、林道の堀坂線と倉見線のちょう

どぶつかるところ。残土処理場の付近の山林を予定しております。
○議長（高橋敬治君）

西島議員、６ヘクタール。

○８番（西島

失礼しました。

樹君）

○議長（高橋敬治君）

という回答でした。

ほかにございませんか。
３番、山本智之君。
○３番（山本智之君）

内容説明をお願いします。
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まず 16 ページですけれども、５款の農林水産業費のこの漁港内の浚渫に関する土質調査業
務、この土質調査業務の、浚渫に関わる土質調査業務の内容と、あと６款の観光施設の１番
下の段です。施設修繕費の内容、それと１枚めくっていただいて 17 ページですけれども、委
託料の、海岸漂着物撤去委託料。これの内容をお願いいたします。
○議長（高橋敬治君）

産業建設課長。

○産業建設課長（村松圭吾君）

５款３項の浚渫の関係でございますが、町の方では今田子漁

港の船揚場から、堤防にかけてのところと、安良里漁港の浜川の河口および鮪浦船揚場付近
の浚渫を検討しております。その際、当然１番問題になるのがこの浚渫土砂の処理になりま
すので、海上投棄を含めたその処理方法を検討するために事前に土質調査をするものでござ
いまして、水銀やダイオキシン類等、23 項目の調査を３か所でおこなう予定で計画をしてお
ります。
○議長（高橋敬治君）

まちづくり課長。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

観光施設の施設修繕費でございますけれども、今現在、

観光施設が修理しなければならないところが、たくさんございまして、例えば堂ヶ島公園の
トイレのポンプの交換とか、あと指定管理をしている観光施設の修繕も、30 万円以上は基本
的に町が修繕をするということになっておりますので、クリスタルパークの空調機の交換等
で修繕費を使っていますので、これからまた修繕が起こるであろうということで補正をお願
いしたいということでございます。
海岸漂着物の撤去委託料でございますけれども、海岸に届いている流木等がございまして、
そちらの撤去の費用を委託するものでございます。
○議長（高橋敬治君）

３番、山本智之君。

○３番（山本智之君）

土質調査の件は分かりましたが、あと１点だけ。これはでは残土処理

というのは、陸にあげることはないということでしょうか。それと、あとその流木を海岸漂
着物の撤去委託料ですが、これは当初は計上があったのかなかったのか分からないのですが、
実際 100 万円、今かかっているのですが、これは業者が決まっても委託するということでは
なくて、予算を取りたいということなのでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

産業建設課長。

○産業建設課長（村松圭吾君）

しゅんせつ

浚 渫 土砂の海上投棄になりますけれども、土質のものによっ

ては、これから国の方と協議しなければなりません。国の方でもなかなか許可は得られてい
ないというのが、県の方の港湾課の方に相談したところ、そういった話もされております。
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したがいまして、土質の質にもよりますし、国の方との協議、申請等いかんによっては、海
上投棄でなくて、陸上投棄の可能性もあります。
○議長（高橋敬治君）

まちづくり課長。

○まちづくり課長（大谷きよみ君）

海岸漂着物の関係は、当初予算措置しておりませんでし

た。区等で、海岸漂着物の流木等の清掃等をしていただいていたのですけれども、大きい流
木等はそこで処理しきれなく、業者の方に依頼して、これから撤去等をしていきたいと考え
ております。
○議長（高橋敬治君）

いいですか。

ほかにございませんか。
６番、加藤勇君。
○６番（加藤

勇君）

１点お聞きします。

10 ページ、１番上の財産管理費の 13 の委託料で 486 万計上されておりますが、この公共
施設等総合管理費計画策定業務ですが、業務内容とこの公共施設とはどういうものを指すの
かお聞きします。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

端的に申し上げますと、役場庁舎も公共物、学校施設、その他

の支所出張所ですか。そういったものも公共物になってきます。これは、こういった管理計
画をこれから作っていかなければならないということで、予算計上させていただいておりま
す。
○議長（高橋敬治君）

６番、加藤勇君。

○６番（加藤

その管理計画ができた段階で、いわゆる対応と言いましょうか、その

勇君）

後はどんなようなことになりましょうか。例えば、施設が古いから直さなければならないと
いうような、そういう調査もされるのでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

まさしくそのとおりでございますが、今現在考えておりますの

は、補強補修ができないかということを念頭に置いて、発注する予定でおります。
○議長（高橋敬治君）

ほかにございませんか。

４番、芹澤孝君。
○４番（芹澤

孝君）

18 ページをお願いします。

18 ページの土木費ですけれど、この今山線工事のとこで、財源がその他になっているので
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すけれど、その他の財源は何なんでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

はい、こちらは寄附金になります。

○議長（高橋敬治君）

４番、芹澤孝君。

○４番（芹澤

寄附金ということはふるさと納税ってことですかね。

孝君）

○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

某会社さんから、寄附の申し出がございまして、できればこの寄附を

させていただくので、道路の補修、またガードレール等つけてほしいというようなことがご
ざいました。以前はそういった目的のある寄附は受け付けないということで、やっておった
そうでございますけれども、お金をいただいてそのような修繕ができるのであれば受け取り
ましょうということで、１番はじめは 100 万円の寄附をいただけるというお話だったのです
が、どうせおこなってくれるのであれば、500 万円出すからそれなりの工事をしてくれとい
うような要望がございまして、500 万円の寄附を頂戴して、道路の補修、またガードレール
等の整備に 500 万円をかけるということで、町内業者さんにもこのような仕事が出るので、
私は受け取りたいということで、今これであげさせていただいているところでございます。
○議長（高橋敬治君）

いいですか。

ほかにございませんか。
７番、山田厚司君。
○７番（山田厚司君）

10 ページでお願いします。

ここに住宅使用料があるのですけれども、189 万円某と。地域おこし協力隊の住宅使用だ
と思うのですけれども、これは例えばアパートとかそのようなところになるのでしょうか。
そのへんのところだけお願いします。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

一軒は中の以前、改修した建物。あと３か所につきましては住宅だと

か、そのような住宅を賃借してお借りするということでございます。
７番、山田厚司君。
○７番（山田厚司君）

地域おこし協力隊ということだったので、ですからできれば、その空

き家バンクの物件等のあれもありますけれども、そのような空き家等を、物件があれば、そ
のようなところに優先してというような検討をしてもらえばと思ったのですけれども、その
ような検討はいかがだったでしょうか。
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○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

賃借している物件も空いていたので入れたということでございますか

ら厳密に言いますと、そこも空き家だったということでご理解いただければと思います。
○議長（高橋敬治君）

いいですか。

他にございませんか。
１０番、山本榮君。
それでは収入のところで７ページです。
大きな金額ではないのですけれども、不動産売払収入、これはどのようなものを売り払っ
たのか。それからその次のページの土木費寄附金、道路橋梁指定寄附金。これは道路橋梁指
定寄附金でどこを直したのか、またどこから寄附をいただいたのか、その内容について説明
してください。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君） まず７ページでございます。土地売払費ですが、大田子の向山、
急傾斜事業をやっております。そこの取合工として、県の方が用地買収をしまして、それが
２万 4,000 円でございます。
それと、先ほどあった８ページの土木寄附金ですが、芹澤議員の方からご質問がありまし
た今山線の分でございます。
○議長（高橋敬治君）

ほかにございませんか。

１１番、増山勇君。
○１１番（増山

勇君） それでは 13 ページの保健センターの、施設修繕費、これは具体的に

何をやるのかというのが１つです。
それと２つ目は、15 ページの地籍調査業務委託という予算が計上されています、けれども、
本来地籍調査はなにか賀茂郡で共同やるというような動きがあると報道されているのですけ
れども、これに関連しての、委託費なのか、それとともにこれはどこの地域を西伊豆町では
実施するのか。あと３点目ですけれども、19 ページの防災施設管理費で伺いしますけれども、
今回コミュニティ防災センター等の修繕事業補助金で 150 万円が出ておりますけれども、こ
れは具体的にどこの場所をさしておられるのか。その点をお伺いします。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君） 最初に 13 ページの 3・1・7 の 11 の需用費の施設修繕費の 80
万円でございますが、賀茂健康センターのエレベーターの使用部品等が耐用年数を過ぎてい
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るため、これの交換の修繕費です。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君） それでは 15 ページの地籍調査費委託料でございますが、これは
賀茂地域全域で地籍調査をおこなっていこうという協議会がございます。それの関連である
ことは間違いございません。それから施工箇所についてですが、現在、中耕地と宇久須地内
で検討しておりますが、先般、県の方と協議をしまして、中耕地のところで実施してはどう
だというアドバイスをいただいております。以上です。
○議長（高橋敬治君）

防災課長。

○防災課長（山本法正君）

19 ページの補助金の関係になります。150 万円計上させていただ

いておりますけど、そのうち 100 万円が岩谷戸公民館のトイレの改修の関係でございます。
じんそく

残り 50 万円が地区要望であがってきたところで、迅速に対応できるような形で 50 万円を
計上させていただいております。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

１１番、増山勇君。

勇君） 第１点目の保健センターの関係ですけれども、前の調整ではですね、

半分社会福祉協議会に負担してもらうというような考え方があったのですけれども、今回は
そういうことではなくて、町で全額補修を出すということですか。それを確認したいのが１
つ。それで、もう１つのその最後のコミュニティセンター等の 100 万円が、今どこ、岩谷戸
と言われました、トイレの改修にと。そのあと 50 万は、これから出てくるであろうというの
で、計上したいということですか。そういうことで理解していいですか。
〔発言する人あり〕
○議長（高橋敬治君）

では、質問にしてください。
〔発言する人あり〕

○議長（高橋敬治君）

はい。

いいですか。
○１１番（増山

勇君）

○議長（高橋敬治君）

はい。
健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

今回のエレベーターの修繕につきましては、エレベーター本

体が動かないような状況になっているため、本体の修繕ですので、今回につきましては町が
全額負担して修繕をする予定です。今後につきましては協議するような格好になってくるか
もしれません。
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○議長（高橋敬治君）

防災課長。

○防災課長（山本法正君） 50 万円の分につきましては、今回の岩谷戸公民館みたいな高額の
ものについては、その都度補正でお願いする形になりますけれど、少額のものにつきまして
の対応のために一応 50 万円を計上させていただきました。
○議長（高橋敬治君）
○１１番（増山

勇君）

１１番、増山勇君。
そういうような補正というのは、あんまりこれまでなかったように

思うのですけれども。これどういうよう、なぜこんなように補正にあげられたのか。それぞ
れのコミュニティセンターの補修については、かなり高額な金額が必要な修繕ばかりではな
いかと思うのですよ。50 万円で 100 万円程度の、補修というのは考えられるとしたらどうい
うことを想定して、この予算を計上されたのか、その点だけすこしお聞きしますけれど。
○議長（高橋敬治君）

町長。

○町長（星野淨晋君）

想定してというと、なかなか難しい問題がありますけれども、こうい

う場所で防災、早くやってくれという声も当然あります。ただお金がなければ３か月待って
くださいとか、いろいろなことがありますので、手持ちで多少でもあれば、軽微なものであ
れば、この予算から使えるのではないかということで、住民ニーズに早く対応できるような
形をとりたいということで、50 万円を余計に計上しておるということでございます。要望等
なければ、最終的には年度末に 50 万落とすということで、ご理解いただければと思います。
○議長（高橋敬治君）

他にございませんか。

６番、加藤勇君。
○６番（加藤

勇君）

１点お伺いします。

11 ページ、15 目の付帯施設管理費の中の委託料で、公衆トイレ等管理業務等が 85 万 8,000
円の補正が出ておりますが、間違えてなければ当初予算で 161 万 4,000 円計上されておった
と、私は理解しておるのですが、金額が半分ほど補正で出たということについての理由をお
聞きします。
○議長（高橋敬治君）

総務課長。

○総務課長（佐久間明成君）

はい。こちらの管理業務ですが、実は安良里地区の公衆トイレ

の管理になりますが、今まで個人的に募集をかけてやっていただいた方が体調を崩されてつ
い最近、お亡くなりになりまして、早急にこの夏場を乗り切るということで、シルバー人材
センターさんの方へ委託を発注しておりますが、後任の方がまだ出てきませんので、委託業
務でも採用できるようにということで、今回委託費の補正をさせていただいております。
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○議長（高橋敬治君）

他にありませんか。

ございませんか。
９番、堤議員和夫君。
○９番（堤

和夫君）

21 ページの、教育費の社会教育費の２目の公民館費で 11 節で。需用

費で 20 万円、施設修繕費が計上してありますが、これは何ですか。
○議長（高橋敬治君）

教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（髙木光一君）

こちらにつきましては、当初予定をしておりませんで

した、教育委員会事務局が、公民館に移動ということになりまして、教育長室も現在、今ま
で使っていたとこが使えなくなったと。教育長は現在私たちと同じ事務所におります。事務
所の方が手狭になりまして、ロッカー、それから書類等、おけなくなったということで、元
宿直室だったところを改修して、40 万円ほどかけて改修しました。その分、今後の緊急対応
分ということで 20 万円を計上させていただきました。こちらについては、例年の軽微な修繕
かんがみて

等を、残りの期間を鑑みて20 万の補正をさせていただきました。以上です。
○議長（高橋敬治君）

ほかにございませんか。

４番、芹澤孝君。
○４番（芹澤

孝君）

７ページの県支出金なのですけれど、この衛生費補助金のへき地医療

施設設備整備促進事業補助金なのですけれど、これは歳出の面ではどこにあって支出してい
るのでしょうか。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君） これにつきましては、歳出は 29 年度の当初予算に計上してあ
りまして、衛生費の県補助金がつくかどうか分からない面もありましたもので、今回につき
ましては県費の補助金のみ、補正で計上してあります。
○議長（高橋敬治君）

他にございませんか。
〔発言する人なし〕

○議長（高橋敬治君）

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。
これより討論をおこないます。
先に原案に反対者の発言を許します。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長（高橋敬治君）

次に原案に賛成者の発言を許します。
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〔「なし」と言う人あり〕
○議長（高橋敬治君）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。
これより本案を採決します。
議案第 35 号

平成 29 年度西伊豆町一般会計補正予算（第４号）を、原案のとおり決定す

ることに賛成の諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長（高橋敬治君）

挙手全員です。

よって、議案第 35 号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３６号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長（高橋敬治君）

日程第７、議案第 36 号

平成 29 年度西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。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長

星野淨晋君登壇〕

○町長（星野淨晋君） 議案第 36 号

平成 29 年度西伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）。
平成 29 年度西伊豆町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
る。
歳入歳出予算の補正。
第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 130 万円を追加し、歳入歳出予算の総
額を、それぞれ 15 億 2,230 万円とする。
２、歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額、ならびに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第１表

歳入歳出予算補正」による。

平成 29 年９月５日提出。
西伊豆町長

星野淨晋。

詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
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○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

それでは議案第 36 号について、ご説明いたします。

今回の補正の主な内容は、歳出につきましては人事異動による職員人件費の増額と、前期
高齢者納付金の１人あたりの負担額が増額になったことによるもので、歳入につきましては
職員人件費の増にともない、一般会計繰入金を増額し、不足する財源につきましては、前年
度繰越金でまかないたいものです。
２ページをお願いします。
第１表、歳入歳出予算補正。
歳入です。
款、項、補正額、計の順で説明させていただきます。
10 款繰入金 88 万 1,000 円、１億 8,286 万 3,000 円。１項他会計繰入金 88 万 1,000 円、１
億 1,229 万 8,000 円。
11 款繰越金、１項繰越金ともに 41 万 9,000 円、42 万 1,000 円。
歳入合計に 130 万円を追加し、15 億 2,230 万円としたいものです。
歳出です。
１款総務費 88 万 1,000 円、3,071 万 1,000 円。１項総務管理費 88 万 1,000 円、2,684 万
8,000 円。
４款前期高齢者納付金等、１項前期高齢者納付金等ともに 32 万 2,000 円、51 万 4,000 円。
８款保健事業費、９万 7,000 円、1,683 万 5,000 円。２項保健事業費、９万 7,000 円、660
万 4,000 円。
歳出合計に 130 万円を追加し、15 億 2,230 万円としたいものです。
３ページをお願いします。
歳入歳出補正予算事項別明細書。
１、総括、歳入です。
２ページの第１表と同様ですので、省略させていただきます。
次に歳出です。これにつきましても２ページの第１表と同様です。補正額の財源内訳は記
載のとおりでございます。
４ページをお願いします。
歳入です。
10 款１項１目一般会計繰入金 88 万 1,000 円につきましては、人事異動による職員人件費
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増額にともなう一般会計からの繰入金の増額分です。
11 款１項２目その他繰越金 41 万 9,000 円。不足する財源については、前年度からの繰越
金を投入します。
５ページをお願いします。
歳出です。
１款１項１目一般管理費 8 万 1,000 円につきましては、人事異動による３節職員手当等、
４節共済費の増額分です。
４款１項１目前期高齢者納付金 32 万 2,000 円。これは拠出金負担の特に重い保険者への負
担軽減が拡大され、被保険者や１人あたりの負担割合が増額となったことによるものです。
８款２項２目疾病予防費９万 7,000 円。これは臨時職員が、仁科在住のものから、宇久須
在住のものに変更となったことによる費用弁償の増額分です。
以上で説明を終わります。
○議長（高橋敬治君）

提案理由の説明が終わりました。

これより本案に対する質疑をおこないます。
質疑は全般にわたり、ページを指して質疑してください。
質疑ありませんか。
〔発言する人なし〕
○議長（高橋敬治君）

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。
これより討論をおこないます。
先に原案に反対者の発言を許します。
〔「なし」と言う人あり〕
次に原案に賛成者の発言を許します。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長（高橋敬治君）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。
これより本案を採決します。
議案第 36 号

平成 29 年度西伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を、原案の

とおり決定することに賛成の諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
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○議長（高橋敬治君）

挙手全員でございます。

よって、議案第 36 号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３７号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長（高橋敬治君）

日程第８、議案第 37 号

平成 29 年度西伊豆町介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長

星野淨晋君登壇〕

○町長（星野淨晋君） 議案第 37 号

平成 29 年度西伊豆町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）。
平成 29 年度西伊豆町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,990 万円を追加し、歳入歳出予算の総
額をそれぞれ 14 億 4,590 万円とする。
２、歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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」による。

平成 29 年９月５日提出。
西伊豆町長

星野淨晋。

詳細につきましては、担当課長より説明申し上げます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

それでは議案第 37 号について、ご説明いたします。

今回の補正の主な内容は、歳出につきましては人事異動による職員人件費の減額と、臨時
認定調査員の雇用、介護予防サービスと、総合事業の利用人数の見直しにともなう給付費の
増額および、前年度の給付費等が確定したことにより、国費、県費等の返還金を計上するも
のです。
歳入につきましては保険給付費の増額にともない、国、県支出金等を増額、職員人件費等
の減額にともない一般会計繰入金を減額し、不足する財源については、前年度繰越金でまか
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ないたいものでございます。
２ページをお願いします。
第１表、歳入歳出予算補正。
歳入です。
款、項、補正額、計の順で説明させていただきます。
３款国庫支出金 22 万 5,000 円、３億 4,251 万 7,000 円。１項国庫負担金 40 万 8,000 円、
２億 3,925 万 8,000 円。２項国庫補助金 18 万 3,000 円減。１億 325 万 9,000 円。
４款支払基金交付金、１項支払基金交付金ともに 31 万 4,000 円、３億 7,519 万 9,000 円。
５款県支出金 14 万 2,000 円、１億 9,847 万 6,000 円。２項県補助金１項県負担金 25 万 6,000
円、1 億 9,357 万 6,000 円。２項県補助金 11 万 4,000 円減、489 万 9,000 円。
６款繰入金 235 万 6,000 円減、２億 648 万 4,000 円。１項一般会計繰入金、239 万 1,000
円減。２億 644 万 8,000 円。２項基金繰入金３万 5,000 円。3 万 6,000 円。
７款繰越金、１項繰越金ともに 5,157 万 5,000 円。5,157 万 6,000 円。
歳入合計に 4,990 万円を追加し、14 億 4,590 万円としたいものです。
歳出です。
１款総務費 253 万 1,000 円減、3,291 万 7,000 円。１項総務管理費 332 万 1,000 円減、2,051
万 2,000 円。３項介護認定審査会費 79 万円、1,114 万 2,000 円。
２款保険給付費 204 万円、13 億 3,180 万 1,000 円。２項介護予防サービス等諸費 204 万円、
2,662 万 2,000 円。
５款地域支援事業費 91 万 9,000 円の減、2,805 万 9,000 円。１項介護予防生活支援サービ
ス事業費 100 万円減、553 万 9,000 円。２項一般介護予防事業費８万 1,000 円、264 万円。
８款諸支出金、１項償還金および還付加算金ともに 5,131 万円、5,195 万 4,000 円。
歳出合計に 4,990 万円を追加し、14 億 4,590 万円としたいものです。
３ページをお願いします。
歳入歳出補正予算事項別明細書。１、総括、歳入です。
２ページの第１表と同様ですので、省略させていただきます。
次に歳出です。これにつきましても、２ページの第１表と同様です。
補正額の財源内訳は記載のとおりでございます。
４ページをお願いします。
歳入です。
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主なもののみ説明いたします。
３款１項１目介護給付費負担金 40 万 8,000 円。
３款２項２目地域支援事業交付金（介護予防日常生活支援総合事業）18 万 3,000 円減。こ
れにつきましては、今年度より支援の１、２を対象とした総合事業開始にともない、当初予
算編成時には、対象事業において前年度の実績の従来の予防事業の数値を、介護予防事業と
総合事業に、半々に計上したところですが、介護予防事業から総合事業への移行が思うほど
進んでおらず、現在までの実績をもとに、年度末までの推計をし、見直しを図ったことによ
り、介護給付費関係が増額となり、地域支援事業関係を減額としたものです。
これにつきましては４款の支払基金交付金、５款の県支出金。５ページをお願いします。
６款１項５目その他一般会計繰入金、253 万 1,000 円減。内訳として１節職員給与費等繰
入金 337 万 3,000 円減。人事異動による職員給与費の減額分。２節事務費繰入金 84 万 2,000
円。主に介護認定調査員の臨時調査賃金、臨時職員賃金で、１節２節とも全額一般会計から
の繰入金となっております。
７款１項１目繰越金 5,157 万 5,000 円。不足する財源については、前年度の繰越金を投入
します。
６ページをお願いします。
歳出です。
主なもののみ説明いたします。
１款１項１目一般管理費 332 万 1,000 円減につきましては、主に人事異動による職員人件
費の減額分です。１款３項２目認定調査等費 79 万円。これは介護認定調査の申請から認定ま
での日数の短縮を目指し、利用者の利便性を図るため、介護認定調査員を１名増員するため
のものです。
２款２項７目介護予防サービス計画給付費 204 万円。
７ページをお願いします。
５款１項３目介護予防ケアマネジメント事業費 100 万円減。これにつきましては、先ほど
歳入の介護給付費と地域支援事業費の関係で説明をしました見直しを図ったことによるもの
でございます。
５款２項１目一般介護予防事業費８万 1,000 円。これは今年度新たな介護予防教師として、
シニアヨガ教室を開催するためのものです。
８款１項４目償還金 5,131 万円。これは前年度の保険給付費等が確定したことにより、国、
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県、社会保険、診療報酬支払基金への返還金を計上したいものでございます。
以上で説明を終わります。
○議長（高橋敬治君）

提案理由の説明が終わりました。

これより本案に対する質疑をおこないます。
質疑は全般にわたり、ページを指して質疑してください。
質疑ありませんか。
４番、芹澤孝君。
○４番（芹澤

孝君）

それでは１点だけ。６ページの総務費ですか。認定調査員等費ですけ

れど、74 万 6,000 円、この調査員になるには資格がいるのか。それと 74 万 6,000 円とずい
ぶん少しなんか、１年間やるには低いように思うのだけれど、これどういう計算、１人あた
りいくら。１回にいくらという計算になるのですかね。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君）

今考えているのは週２日程度の勤務を考えております。この

介護認定調査というのも、件数が多い時期と少ない時期とありますもので、その多い時期に
合わせて週２日程度の出務を考えておりまして、この人の資格と言いますと、ケアマネの資
格を持っているとか、あとは介護福祉士、そういう資格を持っている人に依頼しておこなっ
ております。
○議長（高橋敬治君）

他にございませんか。

６番、加藤勇君。
○６番（加藤

勇君）

１点お聞きします。

７ページの真ん中の地域支援事業費、５款でございますが、報償費で６万円、シニアヨガ
教室をされるということで大変結構なことだと思うわけですが、６万円の金額と言いますと
なかなか、逆に言うと低いのか、少ないのかなと思うわけですけれども、これからの開催予
定日と言いましょうか、開催回数と言いましょうか。決まっておりましたらお聞きします。
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。

○健康福祉課長（白石洋巳君） 一応、シニアヨガ教室としまして、65 歳以上の人を対象に６
回開催を予定していまして、１回あたりの定員が 25 名。ヨガとかストレッチ等をおこなえる
ような格好で計画をしております。
〔発言する人あり〕
○議長（高橋敬治君）

健康福祉課長。
- 152 -

○健康福祉課長（白石洋巳君） 報酬ですが、１回１万円というような格好で考えております。
○議長（高橋敬治君）

他にございませんか。
〔発言する人なし〕

○議長（高橋敬治君）

ありませんか。
〔発言する人なし〕

○議長（高橋敬治君）

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。
これより討論をおこないます。
先に原案に反対者の発言を許します。
〔「なし」と言う人あり〕
○議長（高橋敬治君）

次に原案に賛成者の発言を許します。
〔「なし」と言う人あり〕

○議長（高橋敬治君）

討論なしと認めます。

これで討論を終わります。
これより本案を採決します。
議案第 37 号

平成 29 年度西伊豆町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）を、原案の

とおり決定することに賛成の諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○議長（高橋敬治君）

挙手全員です。

よって、議案第 37 号は原案のとおり可決されました。

◎散会宣告
○議長（高橋敬治君）

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。
皆さん、ごくろうさまでした。

散会

午後

４時１９分
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