
平成１８年６月南伊豆町議会定例会会議録目次 

 

  第 １ 号 （６月８日） 

○議事日程………………………………………………………………………………………………１ 

○本日の会議に付した事件……………………………………………………………………………１ 

○出席議員………………………………………………………………………………………………２ 

○欠席議員………………………………………………………………………………………………２ 

○地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名…………………………………２ 

○職務のため出席した者の職氏名……………………………………………………………………２ 

○開会宣告………………………………………………………………………………………………３ 

○議事日程説明…………………………………………………………………………………………３ 

○開議宣告………………………………………………………………………………………………３ 

○会議録署名議員の指名………………………………………………………………………………３ 

○会期の決定……………………………………………………………………………………………３ 

○諸般の報告……………………………………………………………………………………………４ 

○町長行政報告…………………………………………………………………………………………４ 

○一般質問………………………………………………………………………………………………８ 

  保 坂 好 明 君………………………………………………………………………………８ 

  横 嶋 隆 二 君………………………………………………………………………………26 

  清 水 清 一 君………………………………………………………………………………44 

○報第３号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決………………………………………………55 

○報第４号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決………………………………………………59 

○報第５号の上程、朗読、説明………………………………………………………………………63 

○議第５２号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決……………………………………………64 

○議第５３号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決……………………………………………65 

○議第５４号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決……………………………………………67 

○議第５５号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決……………………………………………68 

○議第５６号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決……………………………………………70 

○議第５７号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決……………………………………………72 

○議第５８号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決……………………………………………85 



○発議第４号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決……………………………………………87 

○閉会中の継続調査申出書について…………………………………………………………………89 

○閉議及び閉会宣告……………………………………………………………………………………90 

○署名議員………………………………………………………………………………………………91 

 



－1－ 

平成１８年６月南伊豆町議会定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                     平成１８年６月８日（木）午前９時３０分開会 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 町長行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 報第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（南伊豆町税賦課徴収条例の 

            一部を改正する条例） 

日程第 ７ 報第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（南伊豆町国民健康保険税条 

            例の一部を改正する条例） 

日程第 ８ 報第 ５号 繰越明許費繰越計算書の報告について（平成１７年度南伊豆町一般 

            会計） 

日程第 ９ 議第５２号 南伊豆町固定資産評価員の選任について 

日程第１０ 議第５３号 南伊豆町南上財産区管理会委員の選任について 

日程第１１ 議第５４号 南伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

日程第１２ 議第５５号 南伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一 

            部を改正する条例制定について 

日程第１３ 議第５６号 指定金融機関の指定について 

日程第１４ 議第５７号 平成１８年度南伊豆町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議第５８号 平成１８年度南伊豆町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 発議第４号 まき網漁業の違反行為に対する罰則と監視体制の強化及び操業規則 

            （水中集魚灯の使用禁止）を求める意見書 

日程第１７ 閉会中の継続調査申出書について 

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

本日の会議に付した事件 
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 日程第１から日程第１７まで議事日程に同じ 

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

出席議員（１０名） 

     １番  保 坂 好 明 君      ２番  清 水 清 一 君 

     ４番  谷 川 次 重 君      ６番  梅 本 和  君 

     ７番  藤 田 喜代治 君      ８番  漆 田   修 君 

     ９番  齋 藤   要 君     １０番  渡 邉 嘉 郎 君 

    １１番  石 井 福 光 君     １２番  横 嶋 隆 二 君 

欠席議員（なし） 

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

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 鈴 木 史鶴哉 君 助 役 小 針   弘 君 

教 育 長 渡 邊   浩 君 総 務 課 長 鈴 木 博 志 君 

企画調整課長 高 橋 一 成 君 建 設 課 長 奥 村   豊 君 

産業観光課長 外 岡 茂 徳 君 窓口税務課長 石 井   司 君 

健康福祉課長 小 島 徳 三 君 会 計 室 長 佐 藤   博 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 谷     正 君 水 道 課 長 小 坂 孝 味 君 

生活環境課長 大 年 清 一 君 総 務 係 長 松 本 恒 明 君 

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

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 山 本 正 久   主 幹 栗 田 忠 蔵   
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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会宣告 

○議長（藤田喜代治君） 定刻になりました。ただいまの出席議員は10名です。定足数に達し

ております。 

  これより、平成18年６月南伊豆町議会定例会を開会いたします。 

 

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

 

◎議事日程説明 

○議長（藤田喜代治君） 議事日程は、印刷配付いたしましたとおりであります。 

 

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

 

◎開議宣告 

○議長（藤田喜代治君） これより、本日の会議を開きます。 

 

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

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（藤田喜代治君） 会議録署名議員を指名いたします。 

  会議規則の定めるところにより、議長が指名いたします。 

    ４番議員  谷 川 次 重 君 

    ６番議員  梅 本 和  君 

 

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

 

◎会期の決定 

○議長（藤田喜代治君） 会期の決定を議題といたします。 
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  会期は議事日程のとおり、本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。よって、会期は６月８日の１日限りと決

定いたしました。 

 

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

 

◎諸般の報告 

○議長（藤田喜代治君） 諸般の報告を申し上げます。 

  平成18年３月定例会以降開催されました行事は、お手元に印刷配付いたしましたとおりで

あり、各行事に参加いたしましたので、報告いたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

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

 

◎町長行政報告 

○議長（藤田喜代治君） 町長より行政報告の申し出がありましたので、これを許可いたしま

す。 

  町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） ６月定例会よろしくお願いいたします。 

  平成18年南伊豆町議会６月定例会の開会に当たり、次の６項目について行政報告を申し上

げます。 

  １、市町村合併について。 

  県市町村合併推進本部（本部長石川嘉延県知事）は、学識経験者や各界の代表者で構成さ

れた県市町村合併推進審議会（会長大坪檀氏）の答申を受けて、平成18年３月22日に県市町

村合併推進構想及び県市町村合併支援プランを了承、決定しました。 

  構想では、行財政状況や地域的一体性等状況を考慮し、行政サービスや自治能力等の向上

を図るため、南伊豆地区として下田市を含む賀茂地区の１市５町での合併の枠組みが示され



－5－ 

ました。 

  賀茂６市町長は、県市町村合併推進構想の決定を受け、５月12日、県賀茂地域支援局で協

議・検討をした結果、合併に関する調査研究組織として、各市町の助役を構成員とした南伊

豆地区合併調査委員会を設置することで合意をしました。 

  南伊豆地区合併調査委員会は、５月23日に第１回の会合を開き、合併に関する調査研究や

連絡調整を実施していくことが決定されました。 

  さらに、作業部会として各市町の合併担当課長で構成する幹事会を設置し、今後、各市町

の人口、産業構造、行政水準、行政サービスの比較等の現況調査や基礎調査を実施していく

ことになりました。 

  本町におきましては、町の財政見通しや国県の具体的な支援策を見きわめつつ、南伊豆地

区合併調査委員会の検討結果を踏まえて、議会や町民の皆様と議論を進めていく所存であり

ます。 

  ２、南伊豆町立小中学校の統廃合について。 

  小中学校の統廃合につきましては、平成16年10月５日付で、町長から教育委員会委員長あ

てに、（１）町立小中学校の統廃合について。 

  （２）跡地の利活用について。 

  （３）その他関連事項の３項目について検討依頼を行いました。 

  これを踏まえ、教育委員会では町内有識者19名で構成される南伊豆町学校統合審議会を立

ち上げ、平成17年６月13日に第１回の審議会を開催し、委員の委嘱を行い、小中学校の再編

成に関する次の４項目について諮問をしました。 

  （１）小学校を再編成することについて。 

  （２）中学校を統合することについて。 

  （３）統合の順序及び年次計画について。 

  （４）廃校となる施設の跡地利用について。 

  以来、５回ほど審議を重ね、その間の審議会の経過などは、学校審議会だよりとして、町

民の皆様に公表いたしたところであります。また、昨年11月から本年２月にかけて実施いた

しました町政懇談会の席上でも、教育長、教育委員会事務局の出席のもと、町民の皆様に経

過説明を行ったところであります。 

  平成18年２月27日付で教育委員会委員長に対し、小中学校の再編成について学校統合審議

会から答申がなされ、審議会の結論として、（１）小学校を統合して再編成することについ
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ては、南崎小学校を竹麻小学校に、三浜小学校を南中小学校にそれぞれ統合し、南上小学校

は統合を見合わせる。 

  （２）中学校を統合することについては、中学校２校を１校に統合すべきである。 

  （３）統合の順序及び年次計画については、南崎小学校は諸条件が整い次第速やかに、三

浜小学校は複式学級が解消されない場合、平成26年に統合すべきである。中学校については、

諸条件が整い次第速やかに統合すべきである。 

  （４）廃校となる施設の跡地利用については、学校施設は国庫補助により建設されており、

国の補助制度の関係を考慮に入れながら、町長部局と協議の上決定すべき問題であり、当審

議会では結論を出すべきではないとの内容でありました。 

  平成18年３月28日に教育委員会委員長から、学校統合審議会の答申内容の報告があり、そ

の後、助役、教育長や関係各課（局）長との検討会議を開催しているところであります。 

  今後は、この答申をもとに本町の児童生徒の現状、将来予測や住民への統廃合の必要性の

認識醸成など、議会や町民の皆様のご理解を得ながら進めていく所存であります。 

  ３、長者ヶ原山ツツジまつりについて。 

  本年も昨年に引き続き、地元伊浜区、天神原区、長者ヶ原管理組合等のご協力をいただき、

４月29日から５月14日までの16日間「第３回長者ヶ原山ツツジまつり」を開催いたしました。

昨年の反省を踏まえて、まつりの開始時期を１週間おくらせて実施しましたが、春先の冷え

込みが予想以上に厳しかったため、開花がおくれ、数年の株で山ツツジが咲いた程度の状況

で開始することとなりました。最終日には七分咲きとなりましたが、昨年同様自然相手のイ

ベントの難しさを再認識させられました。 

  期間中の来場者は3,044人で、前年比43％の大幅な減となりました。来場者の居住地別内

訳は、県内1,757人、県外1,287人、５月５日が最高で321人の方をお迎えすることができま

した。 

  大幅な減となった理由は、開花時期がおくれたことはもちろんのことでありますが、16日

間のまつり期間中において晴天となった日は４日間のみで、雨の日が多かったことも影響し

たと思われます。 

  しかし、このイベントは、旅行代理店や電話等の照会も多く、今後において狭隘な進入道

路を整備し、大型バス等の受け入れ態勢が整えば、一大イベントに成長する可能性を大いに

秘めているものと思われます。 

  まつり期間中交通規制にご協力いただきました天神原区民を初め、草刈り等のボランティ
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ア作業に快く携わっていただいた多くの町民の方々、ボランティアガイドの方々等、関係各

位に深く感謝申し上げ、今後とも一層のご協力とご支援をお願いする次第であります。 

  ４、平成18年度選定「快水浴場百選」について 

  環境省は、人々が水に直接触れることができる個性ある水辺、快適な水浴場を広く普及す

ることを目的として、全国で100カ所の水浴場を「快水浴場百選」として選定しました。 

  選定に当たっては、40の都道府県から推薦のあった191水浴場のうち、「美しい」「清ら

か」「安らげる」「優しい」「豊か」という水辺に係る新たな評価軸に基づき、快適水浴場

検討会において選定作業が行われました。その結果、弓ヶ浜海水浴場が「快適水浴場」とし

て選定されました。 

  去る５月24日、東京品川プリンスホテルにおいて、認定書交付式が開催され、湊区長とと

もに出席し、喜びを分かち合ったところであります。 

  また、快水浴場百選に選定されたことより、日本の渚百選と二重の喜びになったことにつ

きましては、10月５日弓ヶ浜において開催が予定されおります第９回全国渚サミットの会場

で改めて発表させていただきたいと考えております。 

  21世紀は、水の環境の時代と言われますように、南伊豆町に残されたすばらしい自然を後

世に伝えるべく、今後も豊かな自然と共生するまちづくりを進めていく所存であります。 

  ５、町営温泉銀の湯会館10周年記念セレモニーについて。 

  町営温泉銀の湯会館が平成８年４月１日にオープンして以来、本年３月31日で10年が経過

し、その間県内外から多数のお客様にご来館していただきました。 

  オープン当初の平成８年度は年間７万629人の入館者があり、平成14年度には９万3,295人

と、年間入館者数が最多となりました。本年４月１日には10周年記念として横浜在住の劇団

民藝俳優の西川明、純子様ご夫妻に花束及び10周年記念品を贈呈させていただき、西川様に

は大変喜んでいただきました。今後はたびたび南伊豆町を訪れたいとのコメントをいただき、

職員一同おもてなしの心をさらに強め、一層のサービス向上に努めるよう認識を新たにした

ところであります。 

  次に、銀の湯会館の年度別の入館者数が記載してございますので、ごらんいただきたいと

思います。平成17年度は８万4,015人、前年比が98.2％で、累計で84万1,407人となっており

ます。 

  ６、主要建設事業等の発注状況について。 

  平成18年度第１・四半期（４月～６月）における主要建設事業等の発注状況は、次のとお



－8－ 

りであります。 

  17年災107号普通河川本瀬川河川災害復旧工事、1,669万5,000円、長田建設工業株式会社。 

  17年災108号普通河川吉子川河川災害復旧工事、320万2,500円、旭産業株式会社。 

  17年災109号普通河川大瀬川河川災害復旧工事、1,563万4,500円、有限会社伊豆総合。 

  17年災110号普通河川仏浦川河川災害復旧工事、945万円、伸和建設。 

  17年災111号普通河川仏浦川河川災害復旧工事、525万円、株式会社南伊豆造園土木。 

  17年災112号普通河川仏浦川河川災害復旧工事、546万円、恵比寿建設株式会社。 

  17年災113号普通河川広浦川河川災害復旧工事、467万2,500円、株式会社保坂建設。 

  17年災114号普通河川広浦川河川災害復旧工事、1,454万2,500円、栄建設株式会社。 

  17年災115号普通河川広浦川河川災害復旧工事、483万円、高橋建設株式会社。 

  17年災116号普通河川赤穂浦川河川災害復旧工事、507万1,500円、有限会社山崎建設。 

  17年災118号普通河川下流川河川災害復旧工事、203万7,000円、朝倉建設株式会社。 

  17年災119号普通河川下流川河川災害復旧工事、223万6,500円、池野ブルドーザー株式会

社。 

  17年災120号普通河川青市川河川災害復旧工事、281万4,000円、株式会社西田。 

  17年災121号普通河川三舛山川河川災害復旧工事、1,869万円、五味建設株式会社。 

  17年災122号普通河川谷戸川河川災害復旧工事、560万7,000円、有限会社ヤマダ組。 

  焼却施設定期補修工事、2,205万円、株式会社タクマ東京支社。 

  以上で、平成18年６月定例会の行政報告を終わります。 

○議長（藤田喜代治君） これにて行政報告を終わります。 

 

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

 

◎一般質問 

○議長（藤田喜代治君） これより一般質問を行います。 

 

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

 

◇ 保 坂 好 明 君 

○議長（藤田喜代治君） １番議員、保坂好明君の質問を許可いたします。 



－9－ 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） それでは、通告に従い一般質問を早速させていただきます。 

  まず、通告の１点目でございますが、旧薬用試験場跡地利用計画についてお尋ねをいたし

ます。 

  この土地に関しては、随分もう購入してから月日もたっているわけでございますが、関連

で、私はこの場で過去２回ほど質問をさせていただいております。そして、ようやくその計

画策定について動向がうかがえるようになりましたので、改めて再度町長の考え方と当局の

方向性や進め方について質問をいたします。 

  現在までの薬用試験場跡地利用計画の取り組みについて、今までの経過説明をまず求めま

す。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  この厚生省薬用試験場跡地の利用計画につきましては、かねてより各団体、あるいは庁内

でも種々検討をしてまいりました。周知のとおり購入時にふるさとづくり推進委員会で策定

された下賀茂地区周辺整備計画を初め、職員による研究プロジェクトチーム、産業団体によ

る厚生省跡地利用検討委員会、さらには議員の皆様によるまちづくりの特別委員会でもこの

問題を取り上げ、検討してきたところでございます。 

  詳細につきましては、後ほどまた担当課長から説明させます。 

○議長（藤田喜代治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（高橋一成君） それでは、経過報告について説明をさせていただきます。 

  平成14年７月18日に、当時の代表区長であります下賀茂区長の竹本賢吉さんを会長に、ふ

るさとづくり推進委員会を発足させ、平成15年３月21日に下賀茂地区周辺整備計画としてま

とめられました。この下賀茂地区周辺整備計画では第４次南伊豆町総合計画を基本理念とし

て、道の駅、観光産業施設及び観光産業情報施設が提案されましたが、財政上の理由や他の

活用方法についての意見も寄せられ、利用計画について再検討することになり、当分の間、

緊急課題でもありましたみなみの桜と菜の花祭りの駐車場としての活用が中心となりました。 

  その後、利用計画は策定するまでの間の緊急活用を検討するため、平成16年８月５日、町

職員12人による緊急活用プロジェクトチームを発足させ、農産物直売所の開設、足湯、手湯

の建設に寄与したところでございます。さらに平成17年９月６日にメンバーを変え、町職員
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15人による緊急活用プロジェクトチームを再発足させ、農業振興会伊浜花卉組合による温室

の利用や会議室の文化団体の利用などの提案等をしてまいりました。 

  また、町内産業５団体から成る産業団体連絡協議会におきましても検討をいただきました。

産業団体連絡協議会では、平成17年11月17日に検討組織として14人の構成員から成る厚生省

跡地利用検討委員会を設置し、８回にわたり検討していただき、４月25日に道の駅を基本と

した報告書が町に提出されました。さらに町議会議員の皆様のまちづくり特別委員会の中で

も、この問題につきまして検討していただき、18年３月４日にはまちづくりフォーラムを開

催されたことはご承知のとおりであります。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 今の説明の中で、現在のその跡地には直売所ですね、湯の花の直売所、

並びにマーガレットの展示、その他も実際行われているわけですが、そういう方々、緊急的

に活用ということですけれども、その方々と、町とどのような契約というか、条件で行われ

ているのか、これについてはいかがですか。 

○議長（藤田喜代治君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木博志君） お答えいたします。 

  今、緊急活用的に運営している中で直売所湯の花、それとマーガレットハウス、あるいは

足湯が町の直営という施設でございますけれども、直売所につきましては、町と農林水産物

直売所の組合と契約をいたしてございます。マーガレットハウスにつきましても同じく町と

無償の契約をしてございます。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 今の、これはもうあくまでも緊急活用ということですね。ですから、

過去に、これも確認したと思うんですが、このことが今から検討される計画について、私も

大体そういう位置づけはあろうとは思うんですけれども、既得権にならないという前提があ

ろうと思うんですが、そういうことでの理解でよろしいですか。 

○議長（藤田喜代治君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木博志君） おっしゃるとおり、町の公共的利用計画ができた場合、実施する
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場合ですね、いつでも撤退するという契約でございます。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） それでは、今後この計画策定をまとめるについて、どのようにして進

めていくのか、その手法とか考えを伺いたいと思います。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） ただいまのご質問ですけれども、この利用計画を策定するに当たり

ましては、行政、それから議会、住民が一体となって進めていくことが何よりも重要である

というふうに認識をしております。そのためには各団体からの提案を整理、調整、集約して

いく必要があることから、去る４月25日に産業団体から報告書が町に提出されたのを契機と

して、５月11日に各団体の代表者の方々にお集まりをいただき、各団体から検討結果の報告

や説明をしていただき、今後の進め方についてご協議を願ったところであります。 

  協議の結果、新たなる委員によるふるさとづくり推進委員会を立ち上げ、検討していただ

くことが決定をしております。 

  詳細については、課長から説明をさせます。 

○議長（藤田喜代治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（高橋一成君） 今、町長がご説明申し上げましたように、今後の取り組みに

つきましては、町内各階層から幅広く選出したふるさとづくり推進委員20名により発足させ、

町長の諮問どおり、平成18年度末最終答申を募りたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 年内にその計画をまとめるということでありますけれども、ここで再

度確認をさせていただきたいと思います。 

  組織を構成する際にですね、行政の多くは人ではなくて、肩書で選ぶことが多いようでご

ざいます。振興事業の実現性の可否は既に委員会メンバー、ワーキングなどの組織の人選に

よっても決まると言っても過言ではないと言われます。ですから、そこでこれからつくられ

ますふるさと推進委員会ですか、新たなメンバーで構成されて進むわけですけれども、これ

については住民主導型という認識でよろしいですかね、町長。 
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○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 基本的にはそういう考えでよろしいかと思います。 

  ただ、今までもそうですけれども、それぞれの委員会を編成するに当たっては、やはりよ

く言われる充て職といいますか、団体のそれなりの職員の人に入っていただくということも

当然これは考えられる内容ですし、そういったことも加味しながら編成してまいりたいと思

います。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） その推進委員会、また並びに今度は実施計画等にこれから入ってきま

すね。そういったときに幅広く町民の皆さんをそういったところへと入れていただいて、い

ろんな意見の中からぜひ推進していただくようにお願いしておきます。 

  それで、その質問の要旨３に入る前に、ここでも町長の考えを伺っておきたいわけなんで

すが、この跡地の利用に関しては、少なからずその観光への関連が出てくると思います。で

すから、観光について幾つかお尋ねをいたしますけれども、まず最初として、鈴木町長は、

南伊豆町は観光立町だと言われておりますね。では何をもって、この観光立町と言われるの

か、これついてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  今、議員が言われるように、我が町は第３次産業であるいわゆる観光サービス業が約７割

を今占めております。昭和30年代、40年代、あの観光ブーム、そして現在と、いわゆる我が

町は恵まれた自然、資源を生かしながら、観光の町として今まで運営をされてきております。

そんな中でやはり何といっても関連産業の振興は肝要であるということで、いわゆる観光立

町として、あらゆる産業の振興を何としても観光に関連づけて活性化をさせていきたいとい

うことで取り組んでおるところであります。 

  そんな中で、この厚生省の跡地につきましても、やはり場所的に非常に利便性のよい立地

条件ですので、先ほどから出ております直売所にしても足湯にしても、やはり観光の面であ

そこは何とか生かされることが一番いいんじゃないかということで、今までも暫定的ではあ

っても、ああいった形で経営がなされてきておりますし、町でも一部利用しておるわけであ
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ります。そんなことで、やはり観光ということが我が町にとっては、地域として今後も考え

ていかなければならないというふうな認識でおります。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 今、町長の答弁にありました恵まれた資源がたくさん我が町だと、で

すから、観光立町としてという答弁だったと思うんですけれども、恵まれた資源といいます

と、例えば海、この豊かな山もそうですね。それから自然が非常に恵まれていると。温泉並

びに温暖な気候等が挙げられると思うんです。ただし、これは全国観光地化の中で、我が町

だけにあるものではないと思うんですね。では、一体何が必要なのかということが重要にな

ってくると思います。 

  私は、それらの恵まれた資源にプラスアルファ、これはやっぱり人だと思うんですね。人

がそれに加わることによって、地域の特性、またはそれらにストーリーが出てくると。また

それをストーリーを描けるようになると、ここは私は大事なところであるというふうに思う

わけでございますけれども、そこで観光立町イコール観光地ということだと思いますが、そ

の定義を申しますと、これは本にちょっと書いてあったことなんですが、それは地域が持つ

すぐれた魅力に引かれて人が来ると。そんな最高の称賛に値する地域に与えられるブランド

名で、その地域が持つすぐれた魅力とは何かと考えると、農業や漁業といった地域の資源で

あり、それらがすばらしいから、観光地というブランド名で呼ばれるようになるということ

だそうです。 

  では、そのことから考えると、ブランド名で呼ばれることによって、地域の当然知名度が

向上すると。その次に、住民が自信を持つことにつながるのではないかと。最終的な結果と

して、自立に最も必要な地域への誇りを持つ、このことこそが町長が言われる観光立町確立

の目的であると、私は理解しておるわけでございます。 

  町長、それについてはいかが思われますでしょうかね。ですから、観光というとらえ方、

これを少し伺いたいと思うわけでございます。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） ただいま言われた中に、自然ということで非常に恵まれていると、

資源というお話がありました。実は先般、先ほど私が行政報告でも申し上げましたけれども、
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このたびの快水浴場百選の認定証の交付式の際に、認定書の交付式が終わった後、シンポジ

ウムが行われまして、そのときにパネラーの中に女優の岸ゆきさんが入っておりました。そ

して、この方は今山梨県の山の中で農業を営んでおるそうです。そして、その方が言われる

には、全国には恵まれた自然や資源が多くあると。やはりふだんそこに住んでいるとなかな

かて気がつかない。しかし、やはり人それぞれ皆さんがこの自然に感謝をし、そしてまず誇

りを持つことだということをそのときに意見発表しておりました。私もその言葉を聞いてい

て、本当に思い知られた感がしたわけですけれども、今いわゆる誇りを持つということをや

はり念頭に、そして、これを何としてもそれぞれが認識しながら観光に取り組んでいくとい

うことがまず大事ではないかなというふうに思っております。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 今の答弁いただいて、まさしく私はそういうことだと思います。です

から、この資源を生かすような形を政策の中でどんどん使っていただきたい。ただしですね、

先ほど観光立町だよと言われて、鈴木町長、町長になられて約１年経過するわけでございま

すけれども、現在の南伊豆町が観光立町として呼ばれるような状況にふさわしいのかと。こ

のことを考えるならば、石廊崎の閉園したジャングルパーク、それから数多くある休耕地、

それからここの下賀茂商店街、閉め切ったシャッターも多くなってきております。 

  こういうことから考えて、それにふさわしいのかということを常に考え、私はそれを思う

限りにおいては非常に疑問を呈するところであります。これについては恐らくここにおられ

る皆さんも十二分にわかっているはずだと私は思うわけでございますが、なぜでは南伊豆が

このような現状になったのかということでございます。 

  それでは、町長、先ほど私聞きましたけれども、ちょっと視点を変えて質問いたします。

南伊豆の産業、観光産業ですね、いろいろ結びつけたいという答弁もありましたけれども、

その基盤、南伊豆の観光産業の基盤というのは一体何だと思うんでしょうか、その辺をもう

一度確認させていただきたいと思います。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 観光の基盤というのは、やはり今ある各観光の施設がまずあると思

います。そして、やはりそれに付随して道路網であるとか、そういったことも関連があるわ

けですけれども、今ですから、例えば我が町でいうと、弓ヶ浜、あるいは石廊崎、あるいは
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波勝崎、こういった観光の拠点があります。そして、それぞれ地域にも桜まつりのイベント

であるとか、あるいは先ほど行政報告でも申し上げましたけれども、山ツツジまつり、そう

いったイベント、そういったいわゆる既に行われている基盤ですね。こういったものがある

わけですので、これらの拠点、基盤を生かすことがやはりまず観光の基本ではないかと。そ

して、やはり観光地として、町民一人一人それぞれがおもてなしの心を持って、そして町に

来られるお客さんに対して接するということもこれはもちろん重要なことでありますし、そ

ういったことを含めて、観光の場、基盤づくり、環境整備ということが言われるというふう

に思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 私は、今の答弁の中でちょっと思うわけでございますけれども、先ほ

ど質問の中でも少し触れましたけれども、基盤の産業、地場産業だと私は思うんですね。特

にこの地域で言うならば、第１次産業、農林水産業ですか、これが私は観光の基盤だと思う

わけでございます。観光は当然その基盤の今の上にあるものだと。ですから、町長がおっし

ゃった施設、道路、そういった拠点、これはわかりますけれども、少なからずこういった地

場産業の努力なくして、またそういう環境を維持するような活動なくして、南伊豆町の観光

は決してあり得ないということを思うわけでございます。 

  ですから、そういうことからすると、まずは小さくてもしっかりとした地場産業を根づか

せる、あるいは既存地場産業を活性化させることが私は非常に大事だということを思うわけ

でございます。そして同時に、地域の差別化を図る意味でも、また観光立町を確立する一つ

目に重要なことがブランド品をつくることだと思うわけでございます。時流で言うならば、

オンリーワンを目指すということが重要だと私は思うわけでございますが、それについて、

町長いかがでしょうか。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えいたします。 

  やはり今言われる第１次産業とのそれぞれの観光と結びつけた振興ということ、は前々か

らも言われておりまして、これは我が町でも取り組んでおる経緯もございます。そういうこ

とでございまして、やはり先ほどから申し上げておりますように、観光立町としてそういっ
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たことも含めて、それぞれの第１次産業の振興を図りながら、観光に結びつけていくという

ことが当然のことながら、我が町では今後も引き続いて考えていかなければならないという

認識ではおります。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 町長、では今の認識で私伺いたいんですが、これからの観光、南伊豆

町の観光はどうあるべきなのか、あるいは現在の町の観光動向でも結構です。そういう認識

があればお答えいただきたいと思うんですが。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 今後のということですけれども、やはり非常にこれはある意味では

難しい問題ですけれども、ご存じのように、今こういう時代に入って、観光サービス業があ

る意味では全国的になかなか奮わないということの中で、我が町ももちろん同じ状況にある

わけですけれども、そういったことで今取り組んでおります例えば伊豆のブランド、観光協

会でも県の補助を得ながら事業を進めておりますけれども、ブランド事業であるとか、そう

いった事業として、やはり何といってもこれからはもうある意味では広域的に取り組んでい

かないとなかなか１町だけではという問題もあるわけですので、そういったことも踏まえな

がら、近隣のそれぞれの市町と連携をとりながら進めていかなければならないと思います。 

  ただ、やはり何といっても特色ある観光地づくりというのをしていかなければお客さんは

来てくれない。ですから、そういったことを念頭に、町のそれぞれの立場の皆さんにいろい

ろ知恵を出していただいて、我々も行政としてできることを手助けしながら、それぞれの分

野で取り組んでいっていただきたいという思いでいます。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 特色ある観光地ですね、これの実現というのはなかなか確かに難しい

話なんですが、今ちょっと動向等は出なかったものですから、私の知る限りにおいて今ご説

明申し上げますけれども、現在の観光というのは非常に町長が言われるように、目的も多様

化してきております。それから、一過性の観光から地域の生活に溶け込もうとする観光へと
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さま変わりもしてきております。これは地域密着型の観光客がふえている傾向ということで、

いろいろなこれも書物に載っているわけでございますけれども、我が町においても修学旅行、

これはすごいですね。各地でこれも頻繁に行われております。それから体験型観光がそのあ

らわれだというように思うわけでございますが、これは今までの状況なんですね。ただし、

私が求めたいのは、観光立町を先ほどからいいます確立するための状況において、このまま

でいいのかなということがあるわけでございます。ですから、さらにそこから一歩踏み込ん

で、観光客が地場産業の活性化やそれから持続化のために参加し、さらには定住を踏まえた

みずからの仕事を創出することのできる仕組みづくりがまさしくこの南伊豆町の新しい観光

の姿ではないのかなと私は思うわけでございます。 

  そういった状況を見ると、先ほど東京へ行かれて、そういった方々、講師の方々に聞かれ

たということで、地域に誇りを持っていくということを伺った。私は非常にそれについては

タイミング的にもよかったなと思うわけでございますけれども、さらにそこから一歩来られ

る方々が地域のそういった産業に対して入っていけるような観光システムの構築というもの

を築いていただきたいというように思うわけでございますけれども、町長いかがでしょうか。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） そういったことで、今後も進めてまいりたいと思います。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） またちょっと視点を改めまして、町長、伺います。 

  これは観光についての最後の確認になりますけれども、我が町のカラーですね、色です。

これは一体何色でしょうか。私も今まで伺ったことがございませんけれども、何色なんでし

ょうか、ちょっと教えていただければと思います。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 町の木と花はありますけれども、色はちょっと何色かと言われても、

イメージ的には例えばブルーであるとか、明るい色をやはりこれだけ太平洋に面してですね、

海に面している町で、明るい色をイメージしたいと思います。その程度です。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 
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○１番（保坂好明君） これは、私は別に町長、ここで決めてくれとか当然そういう話ではあ

りません。ただ、意味合いを持つことが非常に大事だと思うんです。これはその意味という

ことで述べさせていただきますけれども、これは私の主観でございますから、聞いていただ

ければ結構でございます。そういったことで、なぜ色を私は気にするかといいますと、これ

で決まった色の話が出てこなかったですね。現在ね、今の状況でそういうことですが、これ

についてはやっぱり行政がもっと観光に対して強い指導性を発揮していなかった一つのあら

われではないのかなという気がするんです。言いかえれば率先して観光の方向性をしっかり

定めていただくためには、やっぱりそういった質問も大事ではないのかなということで、あ

る意味出させてもらったんですが、先ほど町長の答弁の中に、行政ができることはというこ

とをおっしゃっていただきました。しかし、私は町長が観光立町ということを唱えるんであ

れば、できることではなく、率先して私はやっていただきたいということを思うわけでござ

います。 

  その事例として、例えば行政が地域のブランド品を育てようという意識があって、またそ

の活動が実施されているのであれば、自然に私、先ほど伺いました南伊豆町のカラーは一体

何色だということに疑問を抱くはずなんですね。商品を包む、例えば包装紙一つとっても、

デザイン、色、統一性のあるものに、南伊豆らしいものにしようではないかということがや

っぱり出るわけでございます。ですから、そういったことが今までに、小さいところでとい

うか、いろいろ各所ではあったとは思うんですが、やはり町としてということが私は伺った

ことがない。 

  また、地域には宝がたくさんあるという言葉をよく耳にいたします。町内には確かに個々

の地道な努力によって、その活動が光を放ち始めているものも多々あります。しかし、観光

に対する町の方向が私は一貫していないがために、そのほとんどが私は磨き切れていないの

が今までの現状だと。町長、今までの現状ですね。ですから、現在までの状況については、

それらが向いている方向もばらばら、形もばらばらではなかったのかなというふうに思うわ

けでございます。ですから、先ほど来から言うように、やっぱり町として観光立町を唱える

んであれば、少なからず率先した指導をいただきたいと思いますが、町長、いかがでしょう

か。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 各方面にわたって、そういったことで行政として指導を行いながら、
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今後も積極的に取り組んでまいりたいというふうなことです。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 私はその方向性について、今伺いたいと思ったわけでございますけれ

ども、昨年の６月定例議会で、私は町長に伺っております。その方向については、自然環境

の保全、保護に配慮した住みよいまちづくりの推進、恵まれた自然資源の有効活用と町の持

つ魅力、価値を生かした観光地づくりを進めるということを述べられておるんですね。です

から、約１年、それらの当然町長から指示が出ているものと私は思うわけでございます。で

すから、そういったことで、その推進をぜひ今後も進めていただきたい。 

  とかく観光については総合行政とよく言われます。ですから、ここにおられる皆さんも本

当に大変だろうというふうには私は理解するんですが、しかし、その観光振興をする際には、

先ほども言いましたけれども、特に町長の指導力、行動力、ともにその役割は大きいわけで

ございます。ですから、地方分権を意識しながら、地域づくりにふさわしい住民を育て、彼

らを主体として自立できる仕組みづくりをぜひ町長考えていただきたいと思います。これが

私は観光立町を確立する最後の、３つ目ですけれども、重要なことだと思うわけでございま

すが、町長、いかがでしょうか。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 我が町にはいわゆる総合計画、あるいは過疎地域自立促進計画等々

もろもろの計画があります。そして、それらにはそれぞれ実施計画等が年次ごとに盛り込ま

れております。やはり我々は基本的にはそれに従いながら行政を進めなければならない。し

かし、やはり時代の移り変わり、状況に応じて、これらを見直しながら、許される範囲でこ

れは我々も取り組んでいかなければならない。これは普通建設事業等、観光だけに限らず、

ほかの事業もすべてそうであります。したがって、観光についてもそれに準拠しながら一緒

に考えていきたいという考えでおります。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 今の観光については、るる確認をしたことでありますけれども、これ

らを頭に入れながら、薬用試験場の利用計画を創造するならば、町長も申し上げましたこの

土地の位置づけというのは町のへその部分に私は当たると思いますので、南伊豆町全域をと
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らえた非常にユニークな拠点になることが私は期待できると思うわけでございます。 

  そこでちょっとすみません、事務局、資料をすみませんが。１枚Ａ４のペラの資料なんで

ございますけれども、そこで町の産業活性と町民の福祉向上が期待できるこの土地に、町長

は基本的計画をまずどのようにとらえているのか。先ほど委員会をということでありますけ

れども、それではなく、町長のまず考えを伺っておきたい。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） この利用計画につきましては、今後は平成19年度からの事業実施に

向けて、先ほどから申し上げておりますけれども、ふるさとづくり推進委員会により検討し

ていただくという考えで、まず基本的にはおります。そして、それぞれの委員各位の英知を

結集して、まちづくりの拠点として、町にとって有効かつ有益な財産となるような計画を期

待をしているというところでございます。 

  ただ、この厚生省の薬用試験場の跡地につきましては、私も今残されている建物が何棟か

ありますけれども、これができれば何とか有効活用できないかという考えのもとにいろいろ

検討をしてまいりました。そして、あそこが非常に場所的にも恵まれているということで、

いわゆる保健福祉センター的な活用ができないかということも前にちょっと申し上げた経緯

がございますけれども、検討もしました。しかし、現状のままではなかなか使い勝手が悪い

ということで、そのまま現在まで至っております。 

  ですから、今度のこの委員会の中では、やはり観光とそういった福祉の面でも検討をして

いただいて、あの建物は残っているということ、そしてあの地形であるとか場所、そういっ

たことを含めた中で、我々の考えも入れていただいて、そして、あそこがなるべく我が町に

とって最もよりよい方向で利活用がなされるようなことで、今後この委員会で検討されるこ

とが私は一番いいんではないかというふうなことで今考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 先ほど観光についても私は質問しましたけれども、まず、その点に一

つ絞って伺いますけれども、観光のすべての原点は生活にあるというふうにも言われており

ます。ですから、まず薬用試験場をとらえるならば、当然質問しました観光においては、こ

ういった観点からいろいろ精査するのも必要ではないかなと。それとあわせて町長の今述べ



－21－ 

られた考え方、それから第４次総合計画ですね。これらを照らし、この町内の資産を生かし、

また町民の皆さんも参加できて、産業が活性化する核となるものにするためには、町の魅力

である私はこの自然環境をまずとらえるべきだと。そして、ふだん皆様から、または町民の

皆さんからですね、初めとする、来られる方々も留意されている、また関心の高い健康をテ

ーマにして考えてみると、今お配りした資料に書いてありますけれども、そういったことで

の物事が考えられるのではないかということでお配りをさせていただきました。 

  ちょっと紹介をしますけれども、この資料の内容について、第４次総合計画のまず第１章

に生涯にわたる健康づくりの推進ということがございます。ですから、特徴ある海岸線の活

用や温泉を積極的に取り入れるなど、自然資源の積極的な活用による健康づくりやボランテ

ィアの協力による自主的なリハビリ活動も行われるということがございます。 

  そこで健康づくりに関する施策を充実する必要があり、また目標としては健康増進対策の

推進とありますので、私はこのことをとって、まずキーワードとしては食、健、美ですね、

この３つに視点を置いたらどうかということを思うわけでございます。 

  それから、その物事から要旨をとらえまして、まずこれは教育の中にもございますけれど

も、食育、若いときから食生活習慣を正してもらって、元気な体を築いていただくと。老後

はその体を維持することを目的にするということで、これは４月でしたか、健康増進計画で

すか、この中に述べられておるところです。 

  また健康でおいしい食材の生産と、生産者の顔が見える生産物、地域地産地消の推進、ま

たエコマネー制導入による分別生ごみの収集と循環型社会の構築と。これは神奈川県厚木市

で行われておりますけれども、キッチンリサイクルの推進ということで、これは環境省の推

進を受けていることだと思います。そういったことがまず考えられると。 

  それから、抗加齢医学会、また協会の協力のもとアンチエイジングの推進、健康で美しく

いられる町の推進と。そして最後に温泉、これを利活用しまして、南伊豆にタラソテラピー

の考案と、当然そのほかにもいろいろあるわけでございますが、大きく柱としてこのことが

考えられるんではないかなと。 

  次に、今度は環境でございますけれども、総合計画、第３章環境を生かしたまちづくりと

あります。ですから、自然との調和や景観に十分配慮した余暇空間や自然の豊かさを学び交

流することのできる環境学習や交流の拠点整備を図ることが必要ということがありますので、

キーワードは楽しむ、楽ですね、それから癒しの湯でございます。この２点について要旨を

まとめてみますと、例えば町内のお年寄りの知恵、心の知恵を活用すると。そこでの各体験
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教室、それから市民農園や体験農園、また滞在型市民農園の実施、それから町内にたくさん

あります森、それから海を利用しての海浜、海水浴等、それからトレッキング、ウオーキン

グ、またマリンスポーツなど、いろいろあると思います。ですから、そういったことを網羅

することによって、当然薬用試験場がその基幹地となって町内全域に派生するということが

私は考えていけると。 

  そうしたことで、非常に大事な当然ポイントがございます。先ほど町長にもお尋ねした方

向性ということが私は最も重要であるととらえておりますので、まずこの点１点だけお伺い

したいんですが、町の進むべき方向性を明確にするためには、これはほかの町でもあると思

うんですけれども、まず宣言をするということも非常に大事ではないのかなと。これは私の

考えですので、押しつけでも何でもございませんが、例えば健康でいられる町ということを

宣言するならば、今提案を申し上げたものはすべて当然当てはまりますし、それから町の中

の福祉、教育、産業、環境など、南伊豆町独自の政策が打ち出される、打ち出していけるも

のと私は思うわけでございますが、そういった考えには町長いかがでしょう、宣言をすると。

今後の進め方の中で私はこういうことは非常に大事だと理解するわけでございますが、その

辺についてご意見を賜りたいと思います。 

○議長（藤田喜代治君） ここで質問者に申し上げます。 

  通告時間40分を経過しましたが、１議員60分以内の申し合わせでありますので、この範囲

内で質問を許します。 

  町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  ただいまの宣言ということでございますけれども、これはやはり私先ほど申し上げました

けれども、我が町のいわゆる今第４次ですけれども、総合計画がございます。この中にやは

り項目的に、あるいは内容でもこういった文言も一部入っております。そして、その中でや

はりある意味では宣言的なこともとらえられる分野もあるわけですので、あえてここで宣言

となりますと、例えば時期であるとか、場所であるとか、そういったことも考えらなければ

ならないと。ですから、そういったことをやはり総合計画にのっとりながら、どういったこ

とで進めることがいいのか、もちろん宣言ということは大事なことでありますし、いわゆる

計画はそのころはもう総体的な町のある意味では宣言でもあると思いますから、私はそうい

うことで必要とあらば、これは見直しもしなければならないと、このままでよければ今の計
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画でいいということで、基本的にはいきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 時間の都合でありますので、ほかにもちょっと質問あるわけでござい

ますが、この薬用試験場についてはその資料の最後の方に８項目ございます。ですから、こ

ういったものを私は集積地となるようにぜひ計画を進めていただきたいということをお願い

しまして、この質問は終わります。 

  続きまして、2007年問題についてを伺います。 

  既にこの問題はもう時間的な猶予はございません。ですから、今まで当局はこの問題につ

いてどのような認識をしてきたのか、まずその確認をお願いしたいと思います。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  戦後復興期の1947年から49年ごろに生まれたいわゆる団塊の世代は、2007年から９年にか

けて定年退職を迎え、企業の人材確保や年金制度などに大きな影響が出てくると懸念をされ

ているところであります。 

  本町におきましても平成18年度末の退職者は９人と見込んでおり、その中には管理職５人

を含んでおりまして、その後の６年間は平均で７名程度の退職者が続くのではないかという

ふうな予測をしております。短期間に多数のベテラン職員が退職することによって、行政運

営や町民サービスに支障が生じることのないよう、長年にわたる専門的知識、あるいは知恵、

経験などを町の組織としてどのように引き継いでいくか、当面の課題として対応してまいら

なければならないというふうに思っておるところであります。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） 町長、同じようにですね、これは町の組織もそうですが、例えば地域

に帰ってみますと、地域の伝統文化ですね。それからほかに技術の伝承ということも当然あ

ると思います。そういったことの難しさということは当然出てくるわけでございますが、た

だ、この2007年問題の何ていうんですかね、視点は私は２つあるというふうに思うわけでご
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ざいます。その１つ目は総務省が昨年国税調査の上で発表しましたけれども、人口が１億

2,776万人ということで、過去初めて減少を示しました。それが実質計算よりは２年早いと

いうことを発表いたしました。もう一つはいわゆる団塊の世代の方々が大量に退職されて、

いわゆる社会情勢に大きなインパクトを与える。これが歴史的な人口減少と構造的高齢化社

会の到来ということが言われることだと思います。 

  ただですね、このことから考えてみますと、都市と地方の圏域で考えた場合においては、

少なからずもう50年前からこういった地方、地域から都市へと人口が流出していたという過

去があると思います。ですから、今始まったことではない、地方においてはですね。そうい

うことが言えると思います。そして、特に若者ですけれども、流出によって地域経済や１次

産業の衰退に苦慮しつつも各地域では発展を目指し、振興の努力をしてきた背景もあると思

います。ですから、700万人も団塊人の半分強が都市圏に住んでいると言われておりますけ

れども、そのことを考えれば、2007年問題は大都市の問題であろうかなと私は思うわけでご

ざいます。 

  ただ、では何でこの問題を取り上げたかといいますと、当然それに派生していく課題が出

るわけでございます。先ほど町長も言われました一つの町の行政の中の組織をとってみても

そうです。地域の状況を見ても伝統文化、またそれの技術の伝承というのは非常にこれから

難しくなっていくということでございます。 

  その次に考えられるのが大都市、特にこれは２万人を対象にして調査データが出ておりま

すけれども、その約４割が退職後、自然豊かな地域に住みたいよという希望があるようでご

ざいます。ですから、このことを受けて、Ｉターンの需要というか、可能性が非常にあるの

ではないのかなと。 

  私も事実、不動産を営まれている方々、幾つかにそういう話も伺ったわけでございますけ

れども、少なからずやっぱりそういった問い合わせというのはふえていると。では例えば薬

用試験場跡地に、その地域の生活の知恵や技術を学べ、多くの人々が集まる観光の姿がある

とするならば教え学ぶ、地域を学び足りない人はそこに定住すると、そして学びが仕事へと

変わって、季節や風土などが地域の固有性を生かして、小さくとも地域性豊かなそこでも新

しい産業ができてくる可能性も十分にある。それらは一つ一つ小さいわけでございますけれ

ども、地域としては非常に集客産業になる可能性が大きいと。ですから、そういったことが

先ほどの質問とも重複しますが、地場産業形成の上で考えられることではないのかなと。大

都市圏に住む大半の人たち、退職されたといっても、気力、体力ともにまだ十分そのエネル



－25－ 

ギーは残っておる方々が大半でございます。ですから、自然豊かな農山漁村に住みたいとい

う希望があるならば、南伊豆町としてはそういった方々をどのようにとらえ、またどのよう

な形でまた問い合わせがあったら指導するのか。まず行政サイドに今まであった事例なども

ありましたね。それを紹介をしていただきながら、今後の当局の姿勢を伺いたいと思います。 

○議長（藤田喜代治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（高橋一成君） まず定住希望者の事例等でございますけれども、先般も答弁

したかと思いますけれども、田舎暮らし10万円生活というようなＰＲもございました。それ

から、退職間際、あるいは退職された方からの問い合わせ等もございます。また、若者20代

から40代の方につきましては、農業を中心に問い合わせ等がそれぞれの関係課に来ておると

ころでございます。その事例としましては、メール、はがき、来庁、電話での照会等でござ

います。 

  町の対応等でございますけれども、まず実際にこの南伊豆町においでいただき、自分の肌

で体験をされ、生活の糧をどうするか、交通の問題や医療の問題、老後の対策など、十分検

討されることだと思います。賃貸の家や住居の紹介などにつきましては、現在のところ行政

では不動産業者との関係や地元の意向などを踏まえなければ難しい面があり、現在は行って

おりません。しかし、平成17年度南伊豆町行政改革大綱の方策の一つにもなっています人口

増加施策と少子高齢化社会の取り組みとあわせて団塊世代の都会から田舎へ移住、交流居住

希望者に対して、正確な情報提供及び受け入れ態勢など、両様な手だてを検討しながら、そ

の備えに努めてまいりたいと存じます。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） ぜひですね、それはお願いしておきます。 

  それで、最後にもう一つ言わせていただきます。町長、非常にこれも大事なことです。す

なわち情報基盤の整備でございます。この後同僚議員が質問しますので、私はさわりだけち

ょっと触れておきますけれども、このブロードバンド整備は、今の時代は田舎であればある

ほど私はその整備が必要である。ですから、田舎にいて仕事ができるのはこの整備があるか

らなんですね。ですから、そこの認識を町長にぜひ持っていただきたい。これは町を活性化

させる一つの方策として非常に有意義なんでございます。ですから、その物事をまずとらえ

ていただきたい。 
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  今まで質問しましたが、このいずれにしても2007年問題はとかくマイナスイメージで報道

されているのが実情であります。ただ、地方においては先ほども述べましたけれども、団塊

世代のふるさと回帰をもたらし、それが地域の復権をなすエネルギーに私は必ず変わる。ま

たその可能性を非常に秘めているということであります。 

  ですから、町の姿勢を早急に再検討し、体制を整えていただきたいということを強く思う

わけでございます。最後、町長、いかがでしょうか。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  ただいまのいわゆるＩＴ時代と言われますけれども、この情報につきましては、私どもい

ろいろ過去にも、例えば携帯電話であるとか、あるいはインターネットの問題等々もこの議

会でも取り上げてまいりました。我々もその内容を十分承知しておりますし、何とかしたい

ということで今取り組んでおるところであります。これは後ほどまた別の議員からの質問も

出るようですので、そこでまたお答えしますけれども、こういったことで今取り組んでおり

ますので、ご承知願います。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君。 

〔１番 保坂好明君登壇〕 

○１番（保坂好明君） これで私の質問を終わります。 

○議長（藤田喜代治君） 保坂好明君の質問を終わります。 

  ここで10時55分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時４４分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○議長（藤田喜代治君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

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

 

◇ 横 嶋 隆 二 君 
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○議長（藤田喜代治君） 12番議員、横嶋隆二君の質問を許可いたします。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 

○１２番（横嶋隆二君） 私は、通告に従い南伊豆町住民と日本共産党を代表して一般質問を

行います。 

  まず、今日の社会情勢ですが、政府が５月の月例経済報告の中で、景気が引き続き回復を

していると。これはいざなぎ景気を上回る勢いだという、そういう指摘をしております。一

方では、地方にはその波及が来ないとかという見方もありますが、今社会的には非正規労働

者が大幅にふえて、正規職員が少なくなって労働者が減っている。そういう事態の中で一部

の大企業が史上最大の利益を上げている。これが経済の景気の現状ではないでしょうか。 

  私は、そうした状態が地方に波及することは、時間がかかっても、ないどころか格差が一

層広がっていく懸念をしております。そうした中で、本当に国民が安心して生活できる医療、

経済環境をつくっていくということは非常に大事なことであり、そうしたことも念頭に置い

て質問を行いたいと思います。 

  まず、一番目の質問項目は、社会教育の評価と今後の見通しということであります。 

  これについては、少子化が進み、南伊豆町の中でも先ほどの行政報告で学校統合審議会の

経過が報告をされました。こうした流れに歯どめをかけて、活気ある町を再度つくっていき

たいという思いがありますが、現状こうした中でも教育委員会の中で社会教育の部門、これ

は社会教育そのものは非常に幅広い概念がありますが、派遣社会教育主事によって、この間

築き上げられた南伊豆の社会教育環境というのは、子供たちの成長にかけがえのない影響を

与えてきました。 

  これが最近一番新しいのでは、第28期の県の社会教育審議会の中では、こうした社会教育

のあり方に対して、いろいろな提言を出されて、その教育主事の派遣の動向に対しても将来

これが流動的である、そういう状況がわかりました。こうした問題が一たん事が決まってか

らでは遅いし、社会教育のいわゆるこれまでの評価をどのように現場ではとらえていて、ま

たこれを制度の流れの中でどのように対応していくのか、その点をお聞かせいただきたいと

思います。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  最近の我々を取り巻く環境というのは、これまでの価値観の見直し、あるいは急激な社会
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の変化への対応など、大きく変わってきております。このような時代の変化の中で、今まで

の学校教育などでは対応できない場合が出てきております。新たな対応が迫られてきている

ところであります。 

  そこで、国や県では社会教育や生涯教育の必要、それから重要性を説き、その施策を推進

してきております。我が南伊豆町でも国県や、それから町の将来を担う児童生徒の健全なる

育成が最も重要な施策と考え、進めてきたところであります。具体的には、子供たち同士の

交流の場であるふるさと学級、地場産業である漁業体験としての水産教室、親子交流の場と

してのふれあい学級、青野川さくらマラソン、都市との交流の場である横浜交流学習、奉仕

活動体験の場である南伊豆町ハローボランティアへの参加などが代表的な事業であります。 

  このような社会教育事業につきましては、学校教育では得がたい自然や地域との触れ合い、

他人を思いやる奉仕の心の醸成、都市との交流では本町では経験できない社会見学をし、た

くましい行動力の育成など、児童生徒の人間、人格形成にはよい施策となっていると考えて

おります。 

  なお、詳細につきましては教育長から答弁をさせます。 

○議長（藤田喜代治君） 教育長。 

○教育長（渡邊 浩君） 今、町長の方からお話ありましたけれども、私はダブらないように

教育委員会の事業、社会教育事業の中で最も古い歴史を持っている30年間以上も続いている

ふるさと学級、これをちょっと例にしてお話したいと思いますが、この事業は最初は正月の

飾りづくりとか、あるいは竹を使った工芸品づくりとか、制作的なものを柱として出発した

というふうに私は記憶しております。 

  その後、社会情勢の変化ということなんですけれども、生涯学習の時代ということで、国

を挙げて1980年前後だと思います。全国的に生涯学習ということを前面的に打ち出されてき

ました。そして、ここのところで約七、八年ですけれども、学校週５日制というものが出て

まいりまして、このふるさと学級の中身もちょっと変わってきております。現在今行われて

いるものをちょっと紹介しますと、海岸でキャンプをするとか、あるいは山登りを行うとか、

スキーやスケートまでというような非常に幅広い、単に地域にとどまらないような活動にま

で広げてきております。これは学校５日制を当然背景にして、いわゆる教育委員会の社会教

育の行事が現在の子供たちの健全育成を進めていくこと、要するに学校でできないものを補

完していこうというふうな事柄がバックにございます。 

  先ほど町長のお話にもありましたように、そのことが南伊豆の子供たちを非常に思いやり
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のある子といいますかね、たくましい子供づくりというふうな点で役に立っているというふ

うに私は考えております。こうした活動は少なくとも南伊豆には非行はなしというふうな子

供たちをこしらえていることにつながっていると、土壌づくりにはなっているというふうに

判断しております。 

  そのほかの点については時間の関係で省略いたします。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 

○１２番（横嶋隆二君） まだ大丈夫なんで、こうした中で教育長ね、制度の変更の、制度改

正の予測というんですか、派遣社会教育主事ですね。こうした動向をどのようにとらえて、

今評価された社会教育を今後継続していかれるのか、あるいはそのためにはどのように考え

ておられるのか、その点をお聞かせ願えますか。 

○議長（藤田喜代治君） 教育長。 

○教育長（渡邊 浩君） ただいまの件でございますが、平成19年まででいわゆる社会教育専

門員というのは、県はいわゆる給料まで保障した派遣を打ち切ると、こういうふうに言って

おります。したがって、平成20年度以降は人材派遣はするけれども、給料面は町で補いなさ

い、こういうような派遣計画になっているということは、平成16年ですから、一昨年出され

ておりまして、３年間の猶予期間ということで、平成19年、来年で打ち切ると、いわゆる財

政的な補助のある事業としては打ち切りと、こういうことになります。 

  現在、町の負担は約250万円くらい、前後ということでございます。これが打ち切られま

すと、町としては900万円と言われていますけれども、負担が急にふえるというようなこと

が言われておりますし、そういった中で先ほど申し上げましたけれども、社会教育は非常に

大切な分野でありますし、南伊豆町の社会教育は、私の考えでは少なくとも文化面はもちん

のこと、静岡県下でも進んでいる方であるというように判断しております。この状況にある

社会教育を衰退させたくないというような願いが強うございます。 

  そのために制度改正ということでは、どうしたら乗り切れるかという問題ですけれども、

現行のいわゆる派遣制度で持っていけるなら、これ一番いいと。学校教員が派遣されており

ますので、学校との連携とか、家庭教育の向上、これは社会教育法でうたっておる事柄です

けれども、それについてはやっぱり学校現場にいた人間が非常にぐあいがいい。子供を扱う

のにも上手であると、こういうことでございます。しかしながら、願いとしてはそのまま継
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続したい。しかし、財政的に町が大変であることもわかりますので、この先をどうするかと

いうことについては、どうしてもできなければ、町の職員の中でいわゆる社会教育主事の資

格を持った人間を探すとか、あるいは報酬に入れてつくるとか、そういうことを通して新た

な歩みに変えていかなければならないと、こういう状況に現在ございます。 

  委員会としての願いはそういことでございますけれども、いわゆる大きな財政負担をする

か否かというのは、これはまた町長部局との相談の上で決まっていくことというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 

○１２番（横嶋隆二君） 今、教育長がこの歴史的にも中身的にも進んでいるというこの町の

社会教育のことをおっしゃられましたが、私もこの半島先端の南伊豆町、過疎地、過疎地と

言われますが、子供たちがスポーツやあるいは勉学の面でも最近の報道されている中でもこ

の町を巣立っていった子供たちがインターハイに出場するとか、本当に努力した、小さいと

ころだからだめだとか大変だとかではない。本当に誇りを持って頑張って生活をしている、

あるいはそれぞれの立場で分野でやっている。こういうところが私はこの小さい町で非常に

広い中でも、ふるさと学級の話をされましたが、自分の子育ての経験の中でも小さいながら

も、町の中での交流を通じて、お互いを知り、そしておのれを知って、この町を知って、そ

して誇りを持って生活をしていく。それが培われているんではないかというふうに思います。 

  今、この場ではその制度改正の将来、19年度ですから、時間は限られているわけですが、

どのようにするかということは本当に継続するという、やはり方針のもとでどうするか、こ

こは議論を重ねるべきであると思います。 

  その１つに教育長がおっしゃられましたけれども、学校の現場とのかかわりが欠かせない

という点は、これは社会教育審議会の第28期の答申ですかね、結論の中でも、議論の中でも

こういう文脈があります。社会教育行政の一般行政部局への移管という項目の中で、子供が

育つ地域社会づくりと学校が離れていく問題、すなわち子供の発達環境を支える生活環境、

地域環境への視点や接点が弱まる危険性があると。これからの教育行政には子供の生活環境

である地域の教育力を支え、高める人材の支援や輩出も強く期待されており、このことは学

校教育と連携して取り組まれるべき課題であるということで、少子化がまだ進んでいる中で

学校のいろいろいきさつ、統合だ何だ、そういう課題もありますが、やはり社会教育と学校
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が連携してこそ、そこに力が、あるいは成果が生まれてくるという点で、答申の中の一方で

は、町長が最初に報告した社会教育が全般、生涯教育も含めた対応ということもありました

が、即座に一般行政に移行できるかというと、やはり熟慮しなければならない問題があると

いうことで、いわゆる派遣が打ち切られたときの費用負担をどうするかという問題に特化を

しないで、いわゆるどうあるべきかということを今から町長部局と教育委員会、そしてＰＴ

Ａや住民、保護者の意見も聞いた上で検討していくべきだと思いますが、その点、町長いか

がでしょうか。 

  派遣されて財政が大変だから、これはできないとかいうことではない。かといって私も考

えましたが、職員採用の中で系統的に社会教育主事資格を持つ人を募集していくという、そ

ういうこともありました。もちろん教職免許があるということでありますが、かといって採

用した人間を同じ部署にずっと置いておくということもなかなか、今３年交代でこれまでや

られてきていますが、そういう問題ももろもろ議論した上で解決を図っていかなければなら

ないと思うんですね。その点、町長の認識を最後に聞いて、この問題を締めたいと思います

が。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  この社会教育につきましては、先ほど教育長からも答弁しましたように、非常に我が町の

社会教育は今まで良好な状況で経過してきているということの中で、やはり今後もこれが引

き続いて行われることが私は最も重要であると思いますし、ですから、県からのそういった

職員派遣の問題、それから職員のいわゆる資格の問題、それから人件費の問題等もあります

けれども、こういったことをよく考えながら、今までの社会教育が後退することのないよう

に、今後も引き続いて進めてまいりたいというふうに基本的に考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 

○１２番（横嶋隆二君） 今、この社会教育の問題もですね、合併を推進する中で自治体が大

幅に減っていると、そういう傾向の中でのこういう提起がされているということですね。小

さくても輝く自治体ということが地方行政、全国町村会でも紹介されていますが、まさに自

治体の中を構成する子供たちが本当に輝いていてこそ、将来がやっぱり展望されるというこ
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とで、ぜひ見据えて検討を始めていただきたいと。 

  ２つ目の質問は、農林水産行政についてであります。 

  幾つか項目を挙げております。南伊豆町の総合計画でも、これまで南伊豆町の農業環境の

分析を述べて、そして、あるべき方向をこれも列挙してあります。これは言うまでもなく南

伊豆町が中山間地域、山林が80％以上占めて平地が少ない、こうした中で町の特性を生かし

て、地理的という特性を生かして、生産性の高い農業基盤整備や、あるいは就業機会の創出、

農地の集積、都市との交流、遊休農地の活用、こういうことが列挙をされておりますが、改

めて農林水産行政、１次産業の問題ですが、だれもが本当に取り組めるという点では農業、

水産とか林業はそれ以上の特殊性がありますので、こうした行政の課題、そして見通しをど

のように行政の担当のところでとらえておるのか、その点をお答えしていただきたい。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  この農林水産行政ということでありますけれども、私、先ほど申し上げましたように、我

が町は、いわゆる昭和30年の合併当時はこの第１次産業が約７割を占めておりました。そし

て、今の第３次産業である観光サービス業等が10数％、ところが今はこれが逆転をして、い

わゆる第１次産業が10数％という時代の流れとともに、そういった産業の構造も変わってき

ております。これは日本のいろんな政策的なこともあるでしょうけれども、特にやはり高齢

化が進む中で、後継者問題、そしてそれぞれの農林水産業に従事する方の高齢化等々があっ

て、今現状先ほどからも出ておりますけれども、第１次産業がなかなか大事にされない時代

に入ったということだろうと思います。 

  そんな中で、特に農業では高齢化が進んで跡継ぎがないのが、先ほども言いましたように

現状であり、いわゆる耕作の放棄された地域、耕作放棄地が増大してきております。さらに

農地の基盤整備ができていない、こういったことで圃場条件が悪いところが多いということ

や、それから今までもいろいろ出てきておりますけれども、いわゆる有害鳥獣、こういった

被害が多く、作付が非常になかなか難しくなってきている、こういったことも挙げられてお

ります。こういった現状を詳細に把握しながら、先ほど言いましたような耕作放棄地をどの

ように活用し、減らし、またいかに防止していくかというのが今課題であります。 

  このような課題に対する今後の対策としましては、国県補助による中山間地等直接支払い

制度を活用し、作物生産と多面的な機能を促進する集落活動の推進、認定農業者等に利用権
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の設定をして規模拡大を図る。猟友会等との連携による有害鳥獣の駆除、高齢者でも栽培が

容易な奨励品目の作付の推進等をして、こういった耕作放棄地の解消を図ってまいりたいと

いうふうに思っておるところであります。 

  また、担い手の育成としましては、農協、漁協、農業振興会等の町内の各団体等との連携

により対策を講じていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 

○１２番（横嶋隆二君） この点、町長答弁でおっしゃられたんですが、現場の直接の担当者

のところでは、同じ思い、あるいはもうちょっと深い、異動で課長着任されたばかりですが、

どのように思いかちょっと聞かせていただけますか。 

○議長（藤田喜代治君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（外岡茂徳君） この農林水産業のいわゆる課題については、非常に今町長が

申し上げたように、今始まった問題でなくて、過去からずっと引きずっている大きな問題で

ございます。町長が今るる述べたところでございますが、担当課長といたしましたらば、や

はり一番大事なのは遊休農地対策でなかろうかなと、このように思っております。この遊休

農地対策につきましては、私が聞いたところによりますと、県議会の委員会等でも議題に上

がっていると、こういうふうに伺っております。 

  そういった中で、2005年の農林業センサス、これを見ますと耕作放棄率が非常に高いと、

35.3％ということで、この問題が非常に大きいということで、今町長から述べたような形で

認定農業者への集積、あるいは兼業農家等への集積等々が今後考えられる大きな問題だと思

います。 

  ただ、先ほど来出ている2007年問題等々にも影響すると思いますけれども、ある意味定住

していただいて、そういうところに農地の集積ができるかなということもちょっと考えてみ

ましたけれども、やはり法的なものとか、そういうものがございますので、農業委員会と、

あるいは農業振興会等、あるいは農協等と協議して進めていければなと、こんなように思い

ます。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 
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○１２番（横嶋隆二君） 直接聞いてよかったと思います。いわゆる細かい点ですね。という

のは、これは直接担当の責任とか、これまでも過去から引き続いているということでありま

すが、もちろん日本社会の大きな問題で、これは地方が本当に地方の特色、地方の地域を守

りながら生きられるかどうかというのは日本社会の大きな問題です。 

  今、言葉では地産地消ということが全国で大きく推進されて、これは私も一般質問で10年

ぐらい前から言っていましたけれども、東北の農業地帯の岩手県なんかではもっと盛んに古

くからやっています。首都圏から遠い東北とか、あるいは鹿児島、宮崎、こういうところで

は１次産業の農業がこの間議論をされた観光の基盤となって、いわゆる生産が本当に観光の

基盤になっているということであります。 

  静岡県は非常に大きいところですが、大方工業県ですから、そういう中で地産地消の声が

出されて、それ自身は悪くありませんが、しかし、日本の政府の流れは地産地消ではなくて、

輸入農産物をうんと拡大するということで、日本政府自身が地産地消になっていないという

大きな矛盾がいわゆる地方行政で物事を進めていく上での一番大きなネックになっていると

いうことは、ここは私は見据えておきたいと思うし、これは環境問題と絡めても、大量の燃

料を使って穀物を船、あるいは飛行機で持ってくると、あるいはこれは最近水も運んで、地

球の水を移動するという問題、これからもこういう点からも日本政府が推進している農業政

策が抜本的に地産地消、そして真に環境をですね、これは京都議定書の問題含めてもこうし

たことをとらえる。これがひいては地方の積極的な取り組み、あるいは取り組みをしようと

している１次産業、農林漁業の活性化に大きな励ましと同時に、その基盤をつくるものだと

いうことは私は言い過ぎではないし、そういう方向が求められているということをまず指摘

しておきたいと思います。 

  さらに、課長がいわゆる農地の集積以外の可能性を言及されましたが、私はこの集積、認

定農業者、あるいは専業、兼業であっても、これを今の国の政策も含めて農業だけで安定し

た所得を得て生活する、そういう農業者をふやすということはただならないことで、これは

これまで努力をして続けてきている方々、ここには園芸科も備える分校が町民の力で築かれ

て久しいです。そうしたところを出た方々が踏ん張ってやられている。 

  こうした方々に敬意を表すると同時に、私はこうした学校の蓄積を基盤にして兼業、ある

いはシルバー農業、移住者、これは移住者の農業形態としてもですね、また最近の2007年問

題もありますけれども、いわゆる2007年の対象となっている団塊の世代の子供、師弟が農業

志向で全国各地に散らばってきていると。そして、これが南伊豆町にもそういう波及もして
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いるということは、冷静に見て、その発展方向も考える必要があるし、退職者の動向や興味、

この地域が気に入って、環境、気候が気に入って、ここに住んで、農業をしようと思って住

んだわけではないんだけれども、環境が気に入ってやってきたけれども、生活の糧を得よう

としたときに、これがはたと困ると。かといって農地も多く農地は、広い農地は借りられな

いという中で、全国の各地の取り組みでは言葉では市民農園ということがありましたが、農

業地の荒廃地の利用増進法を活用して、いわゆる専業をやるには認定農業にならないまでも、

区分けをして、１畝や１畝の半分、そういう規模ですね、いわゆる10坪とか、あるいは５坪

とか、そういう区分けを地主さんとの間に交わして、貸し農園、地主にもいわゆる土地をき

れいにしておく状況が生まれるし、そういう利活用が単に滞在型ではなくても、この地に住

んでいる人の中でもそういう規模を持っている方がおられます。１反とか、南伊豆町の農地

は狭いとはいっても、それでも水田の放棄地を考えても１反では広過ぎると、とても。しか

し、それを10にも５つにも分ければ、これは家庭菜園の延長でやれると。 

  私は、そういう取り組みがこの間自然発生的には湯の花の直売所、直売形態が町の農林担

当もあそこの活用の一環としてですね、一助としてこれを推進、あるいは提案をしてきまし

たが、いわゆる生産者と消費者の交流の場、どこかの団体が利益を上げるというんではなく

て、生産したものが利用者と生産者と消費者との交換の場になっていると、委託販売という

形式になっていますが、この広がりをですね、これを重視する必要があると思います。そう

いう発展方向をとっていく。これはこの間合併問題でも提案して、小さくても輝くまちづく

りを取り組んでいる雪深い長野県の栄村や高知県の馬路村、そういう自治体の例でも多様な

形態の農業分野をやはりこうした農林、現場の担当のところで、現場の声を聞きながら進め

ていくということをやっているところで大きな成果を生んでいるところがあります。こうし

た方向の推進をもっと考えるべきだと思いますが、ちょっと簡単に認識を。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  ただいまの質問ですけれども、やはりあそこの直売所は非常に成績を上げてきているとい

うことで、やはり地産地消ということを言われましたけれども、今年も生産者があそこに持

っていって、そして直接あそこで販売し、消費者が商品をとれる。そういったことで、観光

的にもそうですけれども、やはり地元の方々も相当あそこを利用しておるようです。 

  そういったことで、我が町はなかなか専業的に、先ほどからも出ておりますけれども、農
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業にしても水産業にしても大変な時代に入っている。そういったことの中でやはりそれぞれ

の生産者が希望の持てるようなそういった販路を確保していって、将来的にもできる限り自

立して、あそこのいわゆる跡地問題も今いろいろ議論されておりますけれども、何としても

ああいった直売所的なものはどうなろうとも引き続いて私は残していくべきだなというふう

に考えておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 

○１２番（横嶋隆二君） 薬用の跡地利用計画は、私は全体で先ほどの議論でもありましたが、

計画をしていただいていくべきだと思います。今回のこの提案の中では、そのいわゆる生産

とあらゆる生産、いわゆるこれまで市場にしか農業者が出荷できない、直接販売というのも

ありましたけれども、少なかったけれども、町の中に直売所ができて、だれでも出せると。

これは農業者に限らず、あそこでは水産物、工芸品も販売をされて、そこで生活の糧を得る。

これは主要な問題ではないにしても、南伊豆町の中には国民年金で生活されている高齢者も

たくさんおります。また自分の生きがいとして農地を求めて、これをやり始めると、生産を

始める。そこにやはり発展の兆しをぜひ見てほしいと思うんですね。 

  湯の花の直売所の総会がありました。これはちょっと担当の方はあそこでは助役があいさ

つされましたが、助役さん、資料渡っていますが、資料をやっぱりぜひ詳細に見ていただき

たいと。町の中の専業とか兼業にかかわらず、登録者が250数人、それがまだ今でも伸びて

いると。出荷者も150人を超えて来始めていると。これが端緒的な形態でも、全体であそこ

で売買された、交換された額は１年間で4,300万円、これは一見多いように見えます。農業

部門では多いんです。ただ、行政報告でされたような、いわゆる請負事業から比べれば微々

たるものです。しかし、この土地で生産をして、そのお金が全部売店の人たちと生産者、そ

して消費者の交流で行われているというこの意義を非常に大きく見る必要があると思います。 

  愛媛県の内子町というところがこういう直売形式を出資者方式でやって、これは行政の課

長職を事務局長に充てて取り組んだ経験があります。もう10年間の実績がありますが、図書

館にある定年帰農の雑誌の中にも今でも記事としてありますが、役場の課長職を事務局長に

充ててやって、初年度は同じ規模なんですね。その後、今10年たって10億円の販売、もちろ

ん中身の発展形態もあります。それが地域の貢献に役立つし、観光客がそういう生産して元

気な町に多く来ているという結びつきがあります。これは先にまたいきますけれども、そう
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いうものにつなげていただきたいということであります。 

  今、答弁は求めませんけれども、引き続いてこうした問題を考えていくと、次の項目に過

疎計画で、薬用の跡地に山村振興計画、これは跡地利用の問題とは別個に平成16年度の過疎

計画の中で、あそこの利活用の問題で山村振興計画がありました。こうしたことは財政状況

から見ても、これは大幅に見直しというか、先送りにしてですね、利活用の問題、そしてあ

るいは１次産業との位置づけ、観光との連携を考えて見直す必要があると思いますが、この

問題に関しての答弁をお願いします。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  いわゆる山村振興計画の見直しですけれども、この平成15年度に策定した第５期の山村振

興計画の中で、平成17年度から平成21年度までの過疎地域自立促進計画として、今後実施予

定のものは農林水産物直売施設、それから総合鳥獣被害防止施設であります。 

  山村振興事業は現在元気な地域づくり交付金に名称が変わりましたが、この補助事業につ

きましては、町の財政状況を見きわめながら実施してまいりたいというふうに思っておりま

す。特に農林水産物直売施設につきましては、現在旧薬用試験場跡地を今後どのように利用

するのか、まちづくり委員会や産業観光団体に計画の策定等をお願いしているところですの

で、この結果を反映させたいと考えております。 

  昨年３月から農業振興会員等が主催となって、現在農林水産物直売所湯の花を町の提供し

た旧薬用試験場の一部を改造し、順調に営業しており、高齢者や兼業者等の小規模生産者の

収益向上につながっております。地産地消の促進を図り、生産者の収益向上や生産意欲を向

上させるためにも充実した農林水産物直売施設の建設が必要と思われます。町の財政が厳し

い中、関係各団体に意見を取り入れ、建設時期、規模、施設内容等を精査し、実施をしてま

いりたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 

○１２番（横嶋隆二君） 農林水産行政の中で、次に山の問題で、緑の雇用担い手育成対策事

業についてであります。 

  これはかいつまんで話すと、いわゆる林業の担い手、もうほうっておけないという形でこ
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ういう事業が実施されたわけですが、この15年度、16年度、17年度とやられてきました。ま

た18年度からは似たような事業がされます。これは担い手ですね、後継者の育成研修をもと

にする事業ですが、私は町で行われた事業を一般論としてやること自体は非常に価値がある

と思うんですが、一つ町民から盛んに出たのは、町有林を活用して、ここのいわゆる研修で

すね、この事業で行った伐採木等の処分ですね。これがいわゆる実施協定書の条項の中で、

指導的条項の中では伐採木はこれは所有者のものであると。その利活用に関しては協議をす

るということであります。ところがこの15年度ですか、当初16年度ではこれがない。17年度

はまた別な形でありました。この点をどのように見るのかということが一つ。 

  もう一つは、いわゆるこうした事業を行う上で、私も実施した山をですね、現場を枝道も

含めて踏破してきました。南伊豆町で一番標高の高い馬夫石の下まで道がついて、できてい

たんですが、担い手育成事業の中であるべき姿というのはどういうものか。これが現場の今

の職員の状況でどの程度それが認識できて、あるいは指導ができるかと、そういう問題も含

んでいると思います。 

  今年度森林税なども導入されて、こうした事業を行っていくと、町民がみんなですね、県

民がみんな税を払って、ではそういう事業をどこがやっていくか。問題があるときに、いわ

ゆる農業者もそうなんですが、一定の規模がある大きいところだけそういうものをとって、

現場の担当はどの程度まで専門知識なり、あるいはほかの類似できる認識を持って取り組ま

れるか、こういうことが非常に大きな問題だと思います。 

  課題としては新たな事業家をどうやって育てるのか、担い手を育てるのということはあり

ますが、協業体も含めて、新たな事業体に育てたり、あるいはそれをどうやって見きわめて

政策的にも町の行政の財産として、これを普及していくのか。こうしたものがこの協定書の

中で見られた中に、私は見られると思うんですね。そこの点をわかる範囲でちょっと答えて

いただきたいと思います。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  緑の担い手育成対策事業につきましては、緊急雇用対策で森林作業に従事した者を本格雇

用へと誘導し、そして基幹的な林業就業者として地域への定着を図ることを目的としておる

ところであります。森林の整備等を担うことができる能力を付与するための研修等を全国森

林組合連合会が事業実施主体となって、林業事業体へ担い手育成活動事業を委託し、実施す
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る事業であります。 

  この制度は、平成15年度からスタートし、当町におきましても一条西ヶ硲の町有林を研修

フィールドとして林業事業体に提供し、平成15年度、16年度、17年度の３カ年にわたり事業

を実施してまいりました。平成15年度には2.85ヘクタールのエリアで、基幹作業道開設、杉、

ヒノキ間伐、ヒノキ枝打ち、間伐材搬出を、平成16年度には3.5ヘクタールのエリアで基幹

作業道開設、杉、ヒノキ間伐、間伐材の搬出、除草等の林道手入れを、平成17年度には5.65

ヘクタールのエリアで基幹作業道の開設、除伐、間伐、間伐材の搬出、除草等の幹線路網手

入れをそれぞれとり行ったところであります。 

  事業実施に際しましては、県が推奨しております手法として、高性能林業機械を導入し、

高密度作業道を開設、列条間伐による伐採を実施いたしました。この手法は県が推奨してい

る手法であり、今後の林業スタイルのメーンの手法となっていくものと思われますが、当地

域では余りなじみがなく、作業方法も不明確であったため、事前に当町町有林を担当する林

業事業体が県の林業技術センター研究員を現地に招き、２日間にわたり、作業道の開設方法、

立木伐採方法等の指導を受け実施した事業であります。 

  この事業は最新の手法で行われたため、林業関係者の中では関心も高く、県林業技術セン

ターの研究報告書、業務成績報告書にも掲載され、他地区の森林組合等も視察に訪れたと聞

いております。昨年度までの３カ年で一条西ヶ硲の町有林での研修は終了いたしましたが、

関連どころと事業実施計画、実績報告を町に提出させ、事業終了時には完成検査もとり行い、

適正なる事業実施を心がけてまいりましが、何分にも新しい手法のため、町民の皆様の中に

はご理解が得られなかったことも事実であったかと存じております。 

  町といたしましても、林業担い手の育成の部分と町有林の適正なる管理の部分で検討を重

ねた上での実施でございました。今後の緑の担い手育成対策事業の課題といたしまして、林

業担い手の育成と、未来を財産として、立木の価値を高めるための町有林の適正なる管理を

総合的に判断しながら、議会の皆様、町民の皆様への説明責任を果たしながら、慎重に進め

ていく所存であります。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 

○１２番（横嶋隆二君） 質問で出しましたこの事業で行われたいわゆる伐採木の所有権の問

題、それが協定書に欠けている部分もあると、15年、16年、この点の認識はどのように思っ
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ていますか。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） ご指摘のことにつきましても私も内容は把握しております。 

  詳細につきましては、担当課長から説明させます。 

〔「簡単に」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木博志君） お答えいたします。 

  今、町長お答えしたとおり、この事業は平成15年度から一番初めに町の方にその話ござい

ました。そういったもので全森連から協定書のひな形的なものはございました。当時、町の

町有林を整理しますと、とても金がかかるという部分で、先ほど町長の答弁がございました

けれども、これによって町の町有林の整備、あるいは担い手の育成につながるという部分で

協定を結んだわけです。議員ご指摘のとおり、平成15年度、16年度につきましては、伐採木

の処分についての協定の内容にちょっと漏れがございました。この点はちょっと異議が生ま

れたかなというふうに思います。17年度につきましては、そういうところを踏まえて、処分

木の売り払いと伐採木の売り払い等については森林作業費に充当するものとすると。また売

り払いについては、売り払い先、金額等を町に報告するものとするという17年度の協定がご

ざいます。 

  今後につきましても平成15年度、16年度、売り払い先、そういったものにつきましても、

あるいは今後の研修フィールドとして、町の町有林を調整ができるかという部分含めまして、

詳細に委託業者と協議していきたいなというふうに思います。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 

○１２番（横嶋隆二君） この問題、全体の問題終わりにしたいと思うんですが、いわゆる今

後の行った事業体だけではなくて、担い手をほかの事業体も育てる上で、やっぱり基本を外

さない協定をきちんとやるということがないと、先ほど町長が県の指導にのっとってやった

ということでありますが、いわゆる組合には機械にしても税で多額の補助がされております。

そして、いわゆる伐採木も私も山へ入って、助役も入ったといいますが、質問の関係で答弁

省きますけれども、やはりきちんと確認をするということが必要であろうし、これは事業報

告書も含めて、９月の決算議会までに資料もいただいて、もうちょっと検討して、あるべき
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方向を見る必要があるというふうに思います。 

  もう１点、この農林水産行政の問題で、行政担当者のあり方なんですが、課長の答弁で今

の農業環境を推進していく上で、あるいは退職者や兼業農家、そういう育成も視野に入れて

という答弁がありましたけれども、今の山の問題、農業の問題にしても、配属された担当者

がやはり専門的な分野で、しかも課題が非常に大きいというところで、どうしても一部の積

極的な事業者やあるいは団体の意向をうんと踏まえると、中には悪くはないんですが、いろ

んな補助をとる中で、何か繰り返しというか、やっぱり同じではないかと。認定農業者であ

って、なおかつ補助事業をたくさん、認定農業者というのは融資が大幅に緩和されていると。

これがもっと全体の遊休農地、そういう事務にも振り分けて、振り込めてやる必要があるし、

そういう目を養う上でも、今、教職員の皆さんの中でも異業種研修といって接客業やもちろ

ん違うところ、この場合、業種じゃなくて、まさにその該当する農家、あるいは町内の請負

ではない隣家に研修に行くという仕方はぜひとるべきだと。とらないでは見きわめもできな

いと、書類だけではですね。そういう指導的な観点をとるべきだということを注文で、これ

は簡単な答弁を次がありますので、大事な問題がありますので、答弁いただけますか。そう

いう取り組みをしながら、目を養った行政を進めるべきだと。町民全体に視野を広げた対応

をですね。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  職員のいろいろな業務に従事するに当たっての問題ということでありますけれども、その

ことも今後の職員の配置の問題であるとか、そして今言われた町内の幅広いそういった業と

する皆さんへの仕事の配分といいますか、そういったことも十分に見きわめながら、よく考

慮しながら、いわゆる偏らないように、すべてもそうですけれども、やはり職員のそういっ

た教育はしてまいりたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 

○１２番（横嶋隆二君） 残り少ないですけれども、３番目の医療制度の現状と医療費軽減対

策について質問を行います。 

  現状は飛ばします。今度の議会にも国民健康保険の中で介護分の値上げの提案がされてい
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ます。制度改正で、この部分は本当にやむを得ないのかなという思いがありますけれども、

やはり医療保健行政で取り組むべき視点をもうちょっと突っ込んで見る必要があるという点

で意見を言います。 

  それぞれ健康福祉課長や窓口税務課長は答弁も用意されていると思うんですが、求める結

論は、１つは行政全般の健康づくりの観点をと書いてありますが、いわゆる健康福祉センタ

ーの事業、箱物をつくることに関しては議会では否決されました。一方で、老人会を中心と

して高齢者のそういう拠点をという声もあります。私は医療費の伸び、健康づくり、そして

町の現状の利活用といった点で結論の一つとしては、３月の議会の委員会の中でも提案をし

ましたが、今ある銀の湯会館、土日、祝日は観光客がたくさん見えます。平日も始業からお

昼２時ぐらいまで、町民のいわゆる65歳以上の皆さんに大幅割引、場合によっては、私は無

料でもこうしたことを利活用して医療費が減ってくる、あるいは先ほどの前段の提案ではあ

りませんが、専業までいかないけれども、農業をして、その後一風呂浴びて交流をすると、

こういう活用を、銀の湯会館をもっと活用していくべきではないかと。これはもう町長判断

で、これは何の新たな予算をとれとかなんか言う問題ではないし、町民の強い要望もありま

す。これが１つ。 

  ２つ目には、いわゆる医療費の伸びの多さ、医療行政は今さまざまな課題がありますが、

それ言及しておられませんので、医薬品の問題でジェネリック薬品、これは日本医薬工業会

とかジェネリック研究会がいわゆる新薬との比較で大幅にこれが軽減されると。患者負担と

ともに利用者の負担も減ると。例えばこれは新聞に紹介された65歳の男性で高血圧、高尿酸

血症、高脂血症、脳梗塞既往症の男性に５種類の医薬品を処方した場合で、先発品の１カ月

の薬価が１万4,800円、ジェネリックが3,500円、差額が１万1,349円、患者負担がどうかと

いうと、先発品が4,460円、ジェネリックは1,060円で、患者負担の１カ月の差額だけでも

3,400円、薬価は健康保険に反映してきます。 

  欧米では、これを広く活用して、そのシェアもアメリカで53％、使用量の比較でいうと、

アメリカで53％で、ドイツで46％ですか、そのシェアが日本医薬工業会の資料でもあります。

患者さんではジェネリックを使用してほしいという相談カードもあります。こうしたことを

ぜひ活用すべきだと思いますが、その２点の答弁をお願いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 
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  まず１点目ですけれども、議員ご指摘の温泉の利用した健康づくりということですけれど

も、現在運動機能の向上のために水中運動を行うヘルスアップ教室を平成３年度からメール

クラブや中央公民館で開催をして、過去の答弁となりますが、参加者につきましては受診率

の低下が見られるところであります。 

  ご提案いただきました銀の湯会館を利用した健康づくりにつきましては、温泉入浴により

皮下血管を拡張し、血液循環をよくする効果等により、西伊豆町の小集落においては足腰の

病気の受診が非常に少ないという統計結果が出ていると聞いておりますので、会館の運営、

特に衛生上の管理等に支障ないかを勘案して、可能かどうか、館長に検討を指示してまいり

たいというふうに思っております。 

  それから、平成12年に静岡県が策定した静岡健康創造21においても、より健康になった視

点として、温泉、お茶、ウオーキング、健康保養地の効果を上げて、進めているところであ

ります。 

  それから、ジェネリック薬品ということですけれども、これは最近特にマスコミ等でも取

り上げられておりますけれども、いわゆる特許が切れた後、製造経費だけでつくられるとい

うことで、非常に効能等、成分も変わらない、そして値段が安いということで評判になって

おります。 

  この薬品の使用については、今議員申されますように、医療費の軽減につながるというふ

うに思われますので、厚生労働省等の動向を見ながら、被保険者に周知、そして啓蒙を検討

していきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

〔１２番 横嶋隆二君登壇〕 

○１２番（横嶋隆二君） これで質問を終わりますが、あるものを活用してやれば、銀の湯は

あくまでも事業というか、何か固まった事業ということではなくて、日常それに入れると、

健康な人ももちろんそういうことも通じて温泉に気楽に入れれば、罹患率も下がってくると

いうことだもので、その点は認識を得て、ある物を活用して、本当に希望を持ってまちづく

りを進めていきたいということをもって、私の一般質問を終わります。 

  以上です。ありがとうございました。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君の質問を終わります。 

  ここで昼食のため午後１時まで休憩いたします。 



－44－ 

 

休憩 午前１１時５７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（藤田喜代治君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

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

 

◇ 清 水 清 一 君 

○議長（藤田喜代治君） ２番議員、清水清一君の質問を許可いたします。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） それでは、清水清一、一般質問をさせていただきます。 

  まず、通告に従いまして、１つ目の電子自治体の推進、町公式ホームページの積極的活用

というタイトルでありますけれども、国が各町村とも電子自治体を推進して、電子政府、電

子自治体をつくろうという形を言っておられます。そういう形の中で、電子自治体としては

町民に対し、ホームページ等で周知しなければいけない状況も出てくると思います。そのた

めにも町のホームページ等の積極的活用は必要だと思います。 

  それを考えますに、更新も必要だし、また更新するためには、２つ目にあります情報、資

料の積極的掲示という形でございますけれども、こういう形でホームページの更新がなされ

る。私も前々日ホームページを見ました。町のホームページもまた見てみました。４月から

町の発注工事の公表、あるいは５月の工事入札状況の公表という形で、今日も行政報告にご

ざいました。あの金額と入札の状況がホームページに出ておりました。また、業者の登録と

か下水道事業についてとか、職員募集とか、こういう形のいろいろなお知らせ、またこうい

うものでなく、こういうことが出てきたのはいいことだなと思って考えておりますけれども、

これをもう少し進めていく考え、あるいは積極的に活用していく考えは町としてどう考えて

おられるのか質問いたします。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 
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  本町における電子自治体推進の施策といたしましては、デジタルデバイド、いわゆる情報

格差解消のため、光ファイバー網の整備、そして公共施設におけるインターネット使用環境

の整備や電子申請、電子入札、システムの構築などについて研究を進めておるところであり

ます。さらに個人情報保護等、情報資産の保全体制の強化を図りながら、庁内ネットワーク

システムの活用による事務の効率化を図ってまいりたいというふうに思っております。 

  また、町公式ホームページの積極活用につきましては、平成17年度南伊豆町行政改革大綱

の方策の一つにもなっております。 

  詳細につきましては、担当課長から説明させます。 

○議長（藤田喜代治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（高橋一成君） それでは、町公式ホームページの積極活用、情報、資料の積

極掲示につきましてご説明させていただきます。 

  現行の町公式ホームページは、平成13年度当初現在、静岡県内で５市町村だけとなってお

りました公式ホームページを所有しない行政団体からの脱却を目指し、庁舎内電子情報ＬＡ

Ｎシステム整備に合わせて、14年度当初開設を目標に整備計画を検討してきました。ホーム

ページのシステム形式につきましては、整備計画の段階で懸念されました開設後の情報更新

問題に対処すべく各課局、各部門でそれぞれ更新作業を行えるものを採用し、13年９月から

各部門において掲載情報の検討、収集を行い、14年３月までにそれぞれのデータの整備、構

築を完成させて、14年度当初の公式スタートにこぎつけております。 

  平成18年度末をもって開設から丸５年を数えることになる公式ホームページは、公式ホー

ムページを所有すること等、初期的目的段階を終了させる時期に差しかかっていると考えら

れます。５年の間にＩＴ技術をつくる側も使う側も著しく進歩し、もはや活字と数字が並ん

でいるだけのホームページでは、たとえ掲載情報が新しいものであったとしても使う側に訪

れてもらうことすらできにくい社会状況となっております。現行の段階では各課局各部門に

おいて掲載情報の最新化を常に心がける体制を強化するとともに、19年度当初からの見せる

ホームページとしての南伊豆町公式ホームページの再スタートを目指して検討を重ねてまい

りたいと存じます。 

  それから、ホームページの状況をお知らせしますと、平成14年度198ページからスタート

しております。その14年度には合わせて59ページの増設をして、この18年度末には347ペー

ジに膨れ上がっております。増設は152ページということになっております。 

  以上で報告を終わります。 
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○議長（藤田喜代治君） 清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） このホームページ、見やすさもあると思いますけれども、見やすくて

いろいろ情報もあれば皆さん活用とすると思うんですけれども、更新がないことにはまず見

る機会もなくなるだろうと思います。ほかの市町村に行きますと、特に箱根町なんかですと

道路にライブカメラがついておりまして、車が通っていく、あるいは人が歩いていくのが見

えるわけでございます。そういうホームページがあるわけで、箱根町につきましては各町の

要所要所に５台のカメラがつけてあると。それは町民を監視するわけではないんですけれど

も、小さい画面ですから、ほやけて見えないんですけれども、人が行くとかあるいは車が通

るぐらいはわかるわけで、それを見るためにまた箱根町の役場のホームページへアクセスす

る形も出てくると思います。それは町の人がそこの山村を見るのか、あるいは町以外の人が

見るのかと言えば、町以外の人もたくさん見ると思います。町の人も見ると思います。そう

いう形で常時更新ができるような状況があれば、町民も一生懸命見る、そういう形でその話

がどこかへ行ったときに、町外の方が見るという形はやっぱり町の情報発信になってくると

思いますので、まず町民の方々に一生懸命見ていただけるようにしてもらいたいと思います。 

  特に、この更新作業につきましては、町のお知らせ版がございますね。Ａ３の、これです

ね。これがございますけれども、この情報も載せてもらったらどうかと、これが載っていな

いんですよね。この一番最新版は６月１日、あるいは前回のやつ、５月15日のものを見ます

と、職員募集は載っていましたけれども、教育相談とか書いていただければ、あるいは陸上

競技、これ教育委員会の関係ですけれども、陸上競技会とか、あるいは駅伝大会の参加者募

集とかと、そういうものもお知らせ版に載せたときには、それと同じものをやっぱり教育委

員会、あるいはどこかに載せておくという形はね、家によっては70代の親が回覧板をとって

しまってしまって、30代の息子夫婦はお知らせ版を見ていないという形もあり得るわけで、

そういう形でやっぱり若い方々はホームページをしょっちゅう使っておりますので、コンピ

ューターを使っておりますので、そういう形をぜひとも考えてもらえればいいんではないか

なと。 

  また、役場で新聞等へ出た記事なんかがございます。ああいう記事なんかもあると思いま

す。そういう形も一生懸命新聞の出た後でもいいんですけれども、ホームページへ入れてい

くという形がやっぱり新聞読んだ後、そうなのかという形でアクセスしてみて、何だ載って

ないではないかと、何だかわけがわからないという形ではなくて、やっぱり新聞を見たとき
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に、ちょっと具体的にどんな状況なのか、確認してみようという形も皆さん経験であると思

います。そういう形の更新をこれからやっていただきたいと思うんですが、多分これから努

力するという答えだけになると思うんですけれども、ぜひやっていただきたいと思うもので、

すみませんが、答弁をお願いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（高橋一成君） 今の件ですけれども、まさに広報等お知らせ版については、

町内全戸配布ということでホームページを見忘れていた感がありますけれども、今、清水議

員が申し上げましたように、掲載について検討させていただきたいと思います。 

○議長（藤田喜代治君） 清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） それでは、このホームページ更新、一生懸命やっていただくようお願

いいたします。 

  それでは、３番目の基盤整備でございます。 

  電子自治体としても先ほど町長が一番最初に言われましたように、光ファイバーとか電子

入札とかと言っていますけれども、この光ファイバー、今ＩＴの時代、ブロードバンドにな

っていかなければならないという形で、私もＮＴＴのホームページでちょっと調べたんです

けれども、賀茂郡、下田市の管内で、ブロードバンド、ＡＤＳＬ、あるいは光ファイバー、

賀茂郡、下田市には光ファイバーは来ていないですけれども、ＡＤＳＬが使えないのは三浜

地区と蛇石、平戸、市之瀬地区だけなんです。あとはブロードバンド、ＩＴが使えるという

状況になっております。それを考えたときにやっぱり町として、この賀茂郡、下田市の中で、

ブロードバンドはぜひとも必要であると思いますが、それについて町長どのように考えてお

られますか。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  このことについては、前にもたしか清水議員からの質問であったと思います。我々もそれ

は十分認識をしておりまして、このいわゆる三浜、南上の一部の地域、これにつきましては、

それが解消できるようなことで今取り組むべく進めております。これについては担当の課長

から説明させます。 

○議長（藤田喜代治君） 企画調整課長。 
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○企画調整課長（高橋一成君） 基盤整備についてご説明をさせていただきます。 

  町内の高速通信サービス、いわゆるブロードバンドサービスの現況につきましては、今お

話がありましたように、南賀茂地区の一部64局、市之瀬、蛇石、天神原と三浜地区の67局、

妻良、子浦、伊浜がサービスを受けられない状態となっております。 

  ご存じのように、このブロードバンド環境は整備されておりませんと、従来のＩＳＤＮ総

合デジタル通信網では最大64キロバイトしか利用できず、ＡＤＳＬ電話回線電送路化した場

合は、最大４万7,000キロバイトが利用可能となり、通信の速度で比較しますと、約730倍速

くなります。また通話料金が削減できるＩＴ電話の恩恵を受けることも可能となります。 

  先日も関東地区の方からこういうお問い合わせがありました。インターネットを活用した

販売を営んでおり、妻良に移住したいが、ブロードバンドの利用は可能かとの問い合わせが

ありました。不可能ですと回答しましたところ、それでは他市町村に当たりますと、こうい

う返事が返ってきまして、まさしく定住問題にもかかわる問題であると認識をしたところで

ございます。 

  こういうことから、本町では静岡県のブロードバンドサービス支援事業を受けまして、64

局、67局の解消を図るための準備を現在進めておるところでございますので、よろしくお願

いします。 

○議長（藤田喜代治君） 清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） こういう67局、64局の解消を図りたいということで、県へ今やってい

るという話なんですけれども、それにつきましてはここ１年ぐらいでどうにかなるのか、あ

るいは２年ぐらいかかるのか等もあると思います。先行きも県次第のところもあると思いま

すけれども、それがわかるのかどうかということ。やはり今の移住の話でございますけれど

も、前議題で言いました高齢化率が50％以上の地区というのは、この地区に３地区、私の計

算ではあります。三浜地区と南上の一部の地区、両方とも合わせて３地区、高齢化率が50％

以上の地区がございます。ですから、そういうところにもやっぱり人に住んでもらうために

もこういうＡＤＳＬも必要だし、また携帯電話も必要だと思います。そういう形を考えたと

きに、もう一度答弁をいただいて、早急にできるような形の答弁をお願いしたいんですが。 

○議長（藤田喜代治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（高橋一成君） このブロードバンド基盤整備支援事業につきましては、県が

平成16年度からこの18年度までの３年間の事業でございまして、この３年度以内に利用しな
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い場合は解消ができないという最終年度に当たりますことから、今年度町としてはこの事業

に取り組みたいと考えております。ちなみに県内でこの事業を使った状況を紹介いたします

と、平成16年度で６市町、10地区、17年度に９市町、13地区、この18年度が14カ所というこ

とになりまして、その２局がこの南伊豆町にあるということでございます。 

○議長（藤田喜代治君） 清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） わかりました。一応今年度じゅうにどうにかできるんではないかとい

うふうに私は思いました。ぜひともこういう形の中の基盤整備、まず電子自治体としてのブ

ロードバンド町内全域で、賀茂郡でできないのはそこの地区だけですからね。ですから、そ

れをぜひともやってもらわなければ困ると。 

  また、先ほどやっぱり基盤整備、ＩＴ時代ですから、携帯のアンテナもぼこぼこ今ボーダ

フォンとかジェイフォンあたりも今アンテナをいっぱい立てております。ですけれども、そ

ういう形もこの67局、あるいは64局の地区の、特に64局はほとんど使われていませんから、

管内の方々は携帯が一つも使えていないという形になっていますので、やっぱりそういうも

のをしっかりこれから踏まえて、携帯の方も考えてもらいたいし、また、これからＩＴの時

代ということで、地上波デジタルの有線の張りかえがあると思います。それでその有線でも

一応利用はできるんですけれども、そういう形も考えておられるのか、これからどういうふ

うに推進していくのかをお伺いしたします。 

○議長（藤田喜代治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（高橋一成君） 今後の通信整備でございますけれども、このＡＤＳＬを今年

度実施いたしますと、その次は携帯電話、そしてその次が地上デジタル、そういう形でＩＴ

がメジロ押しでございます。そういう難聴地域の解消に積極的に努めていきたいと考えてお

ります。 

○議長（藤田喜代治君） 清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） ありがとうございます。町民が一生懸命生活していくのに、通信環境

がよくないと、やっぱり定住促進にならないものですから、一生懸命やっていただくようお

願いいたします。 

  続きまして、町有財産の利用ということで質問が用意してあります。 

  未利用町有地の有効利用ということでございますけれども、町有財産の土地に行政財産と
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普通財産と分かれてあるわけでございますけれども、普通財産ということの町有地が町には

合計で200ヘクタール以上あると。この土地を有効裏に活用するにはどうしたらいいかと考

えるときに、これから町として計画のない、これから予定がない土地については、町民等へ

の売却等へも考えてあってもいいんではないかなと。その未利用の土地についての売却の予

定とか、あるいはどのように考えておられるのかをご質問いたします。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） お答えします。 

  本町の町有財産につきましては、普通財産は総務課で、そして行政財産はそれぞれの各担

当課において加除等を行い、まず台帳整理をしております。そして管理も行っているところ

であります。 

  毎年行政財産の賃貸契約、あるいは普通財産の売り払いを行っておりますが、その収入は

少なく、平成17年度の決算見込額では財産貸付収入が60万円、それから財産売り払い収入が

500万円程度であります。町有財産の面積規模からすると、利用料は非常に少なく、町の財

政危機の解消策としての貢献度は低いものであると考えられます。 

  また、最近土地の寄附の相談が多くありまして、利用可能な土地につきましては、採納し

ていますけれども、それ以外についても調査し、売り払い等検討していきたいと考えている

ところであります。 

  今後、第２次南伊豆町行政改革推進実施計画案─集中改革プランですけれども─にあ

りますように町有財産を精査し、未利用地の有効利用を図っていき、町の財政安定化のため

に歳入の増加に寄与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（藤田喜代治君） 清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） これもいろいろ調べますと、ほかの市町村でもやっぱり売り払い等一

生懸命積極的にやっている町村もございます。そういう情報もしっかり流しているところが

あるんですけれども、やっぱりこの有効利用という形で、今、町長が言った売り払い等も考

えているけれどもという形でありましたけれども、でもどこに土地があるのかもわからなく

てはちょっと売り払いもできないと思うんですけれども、２つ目の町有地の管理に移ります

けれども、この行政財産としての土地、また普通財産としての土地、行政財産の中には道路



－51－ 

なんかもございます。あるいは学校もあります。そういう土地もあるわけでございますけれ

ども、この土地を年に１回現地を確認してもらえるのかと。１回ぐらいはその土地がここに

10坪の土地があるよと、小さいところはね。そういう形が台帳では多分あると思うんですけ

れども、現地を確認して、管理をして、また草刈り等もやらなければならないところもある

かなと思うんですけれども、そういうのはどういうふうになっておるのか質問いたします。 

○議長（藤田喜代治君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木博志君） お答えいたします。 

  議員のご指摘の行政財産及び普通財産ですけれども、普通財産につきましては、先ほど

200ヘクタール以上あると言いましたけれども、ほとんどが山林でございます。台帳に登録

されているのが山林で230万5,625平米、その他の分で６万7,600平米ございまして、非常に

広大な部分の土地の普通財産等がございます。町の方でも台帳上の管理は非常にしっかりし

て把握をしてございます。現地に行って、ここからここまでという部分の管理まではなかな

か行き届いていないというのが現状でございます。 

  今後、台帳を基に図面化をしながら、適正な管理を行いたいなと思いますけれども、草刈

り等といいますと、なかなかちょっと手が入らないというのが現状でございます。 

○議長（藤田喜代治君） 清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） 現地の確認は、今の答弁の中ではほとんどされていないのかなという

形だと思います。ですから、一応管理をしやすいように、地図に色づけして、ここは道路だ

よと、あるいはここは寄附を受けた土地だよ、山林だよと、あるいは河川用地だと。河川用

地もあるんですけれども、一応そんな形で色づけを、町有地については色づけだけして、だ

れが要するに担当課長が、私はちょうど見に来たんです。建設課長がね。だけどもその横に

河川があったとする、これは農業用水だろうと。わからないということはないと思うんです

けれども、一応ある程度のことで色づけしてあれば一発でわかると思うんですけれども、そ

ういう色づけはしてあるのかないのかをお伺いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木博志君） 個々の財産の図面等はございません。全体の中でここが町有地だ

とかという部分では色づけ等はございません。 

○議長（藤田喜代治君） 清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 
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○２番（清水清一君） こういう形で色づけしてもらえれば、それで管理して一括できるから、

逆に言うと管理しやすいんではないかと。１つの地区を１日かからずに回れるんではないか

なと。そういう形になると職員２人だとしても、１週間ぐらいで町内全部見て回れると。１

週間だとちょっと山林は広いから回りにくいと思うんですけれども、そんな難しい話ではな

いのではないかなと思うんですけれども、そうして回ることによって、やっぱり売却できる

土地も出てきはしないかという、やっぱりこれは有効な、こんなところにいい土地があった

という形は総務課の方は知っているかもしれないけれども、ほかの課の方々は知らないとい

う形だって、ではそこに何か考えられるということもできると思います。ですから、そうい

う地図に色づけしていって管理をしていただきたいというのを言って、以上、町有地の管理

については終わりにいたします。 

  それでは、職員の能力向上、職務活性化についてお伺いします。 

  毎回言っていますけれども、職員の資質、能力の向上策としての研修の取り組みですけれ

ども、今までどのように行ってきたのか、それについて向上策、研修の取り組みはやってき

ておられたのか、お伺いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 地方分権の進展に伴う自己決定、そして自己責任という流れの中で、

限られた人的資源で増加する一方の業務をこなし、そして住民サービスの維持、向上を図る

ためには、職員の資質向上が不可欠であります。その大きな要因は職員の意識改革、及び自

己啓発に伴う能力向上にあると言っても過言ではありません。意識改革をもって新しい価値

を見出すため、危機意識を持って新しい町を生み出すため、日々研さんする職員と従前の業

務をこなすだけの職員とでは、どちらが分権時代に求められるかということは明白でありま

す。 

  現在、全国の自治体で集中改革プランが策定され、具体的施策が推進されていますが、求

められているのは公共利益の担い手として的確に地域の課題をとらえ、効果的に対応できる

自治体組織であり、そこでは自治体職員の資質の能力向上がキーポイントとなります。その

ためには今まで以上に全庁的かつ計画的な取り組みが必要であり、求められる職員像、客観

的な能力基準、それを実現するためのプログラムを作成し、能力開発の成果を的確に評価し

て人事管理に反映させることが重要であると考えます。 

  平成16年度の地方自治法の改正により、地方自治体は人材育成基本方針の策定義務を負い、
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本町でも行政改革推進実施計画に基づき、研修制度の見直し等を含んだ人材育成基本計画の

策定を今年度じゅうに予定をしておりますが、その中には求められる人材の能力の内容を明

示し、職員の能力を客観的に評価するとともに、能力主義による任用を徹底することが必要

と思料しております。費用は住民負担により行われる公金であることを常に意識し、意識改

革によりもたらされる自己啓発、研修及び継続的に改革、改善といった能力向上の成果を地

域的に還元することを認識して、職員の研修及び意識改革を推進してまいる所存であります。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） 今、町長答弁、いい話でございます。 

  この町の職員、限られた人数しかおられないわけですけれども、資質、能力の向上策、あ

るいは自己啓発について、これまでやってきたわけだと思いますけれども、これまでの効果

はどの程度あらわれたのか。またやってくるんですけれども、効果があったと思うんですけ

れども、そういう効果の成果みたいなやつがございましたら、研修等の成果でもありました

ら、ご報告をお願いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木博志君） 研修の成果とおっしゃいましたけれども、基本的に町の方で行っ

ている研修ですけれども、階層別研修です。年代別ですね。初任新規採用職員であるとか、

あるいは中堅ですとか、係長研修という部分と専門研修に基本的には分かれております。専

門的なものは管理者戦略講座であるとか、政策法務講座、ワークショップのファシリテータ    

の養成講座とか、プレゼンテーションの能力向上講座等々、いろいろな専門講座がございま

す。 

  毎年20人以上30人弱の職員を研修に出向かせておりますけれども、階層別研修につきまし

ては、それぞれの階層においた職員の資質向上等々に役立っていると。ふだんの業務以外の

部分の研修を受けるわけでございますが、それとあるいは専門研修につきましては、先ほど

言った専門的なものですね、それから非常にプレゼンテーション能力向上講座等々は、ある

いは事業課によって説明会に必要であるとか、そういったように非常に役立っているんだな

というふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（藤田喜代治君） 清水清一君。 
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〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） なかなかこういうものは効果が見えないものですけれども、一生懸命

研修に取り組んでもらいたいと思います。 

  その中で職員が常に自己啓発を持つということは半年ぐらい前ですか、一応職員、国家試

験に対してはどうかと私は話を言ったんですけれども、そういう形で自分から自己啓発で何

でも一応勉強してみようと。やっぱり職員ですから、勉強の資料がいっぱいあるわけでござ

いますから、役場の中でできるんですけれども、その自己啓発みたいな形はこれまで成果と

してあったのか、またあるいは全職員、どう広めるような考えはあられるのかどうかご質問

いたします。 

○議長（藤田喜代治君） 町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） さきの質問にお答えしましたように、現在地方公共団体に求められ

ていることは、公共の担い手として的確に地域の課題をとらえ、効果的に対応できる自治体

の組織であり、そこでは自治体職員の資質と能力向上が重要となります。本町職員の中には

週休日等を使い、自発的に資格を取得、これは土木施工管理技師、行政書士、危険物等であ

りますけれども、こういった職員もおります。 

  私は、職員の能力向上の基本は自己啓発であると認識していますので、直接業務に必要な

資格は当然でありますけれども、職員の自発的意識に基づく自己啓発による資格取得等につ

いても、これらについては職員能力の客観的判断材料として人事に反映するなどの措置も必

要と考えております。このような条件を加味しながら、人材育成基本方針を策定して、職員

の意識改革及び能力の向上に取り組んでまいる所存であります。 

○議長（藤田喜代治君） 清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） 一生懸命やる職員もおられるということでうれしいわけでございます

けれども、全職員に広げてもらいたいと、そういう形で今町長言われました基本計画が、職

員の基本計画があると言われましたけれども、一応先ほど聞き逃したんですけれども、いつ

までにつくられるという形を言われたのを忘れたものですから、基本計画はいつまでにでき

上がるのかお伺いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木博志君） 今年中に作成を予定してございます。 
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○議長（藤田喜代治君） 清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） わかりました。今年度中、あと約10カ月あるわけでございますけれど

も、なるべく早くつくって、それが３月の時点ではもう動いているという形でやってもらわ

ないと、やっぱり町民皆さん生活しているわけでございますから、職員の皆さんが一生懸命

やっていただければ町民も一生懸命町についてくると思いますので、頑張って職員計画をや

っていただきたいし、また、職員の皆さんに頑張ってもらって、いい町をつくってもらたい

と思います。 

  以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（藤田喜代治君） 清水清一君の質問を終わります。 

  ここで１時40分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３５分 

 

再開 午後 １時４０分 

 

○議長（藤田喜代治君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

 

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

 

◎報第３号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決 

○議長（藤田喜代治君） これより議案審議に入ります。 

  報第３号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  朗読を求めます。 

  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 報第３号の提案理由を申し上げます。 
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  本案は、地方税法の一部を改正する法律案が平成18年３月27日に参議院本会議で可決成立

し、３月31日に法律第７号として公布されました。４月１日から施行されたことに伴い、南

伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じたため、３月31日に専決処分させていた

だきましたので、承認をお願いするものであります。 

  条例改正の詳しい内容につきましては、窓口税務課長より説明をさせます。 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  窓口税務課長。 

○窓口税務課長（石井 司君） 今回の税制改正の趣旨は、国の三位一体改革の一環として所

得税から個人住民税への恒久措置として、おおむね３兆円の税源移譲を行うため、地方税法

の改正が行われ、これに伴いまして南伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正するものです。 

  改正条例の本文がございますが、ごらんのように20数枚に分かれております。つきまして

は、お手元に主なものをまとめた説明資料を配付させていただきましたので、その説明資料、

町税説明資料、右上に書いてございますけれども、薄い２枚の用紙になりますが、概要を説

明させていただきます。 

  南伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する条例の概要。 

  町民税及びたばこ税の主たる改正点。 

  １、第24条（個人の町民税の非課税の範囲）、個人住民税均等割の非課税基準の改正、加

算額の部分が17万6,000円でしたけれども、16万8,000円に改正です。 

  ２番、第34条の２（所得控除）、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除の創設、地震

保険料等の２分の１を総所得金額から控除（限度額２万5,000円）。 

  ３、第34条の３（所得割の税率）、左が現行で右が改正案です。まず個人住民税ですが、

200万円以下が５％、200万円から700万円から10％、700万円以上が15％ということでござい

ますが、総称して一律10％になります。 

  続きまして、県民税ですが、700万円以下が２％、700万円以上が３％となっておりますが、

これも一律４％になります。町民税ですが、200万円以下が３％、200万円から700万円が

８％、700万円以上は12％、これは一律６％になります。 

  ４、34条の６（調整控除）ですが、所得税と個人住民税の人的控除（基礎控除額、配偶者

控除額及び扶養控除額）の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税所得割から税額控

除をする。１枚めくっていただきまして、ア、合計課税所得金額が200万円以下の場合、所
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得税との人的控除額（基礎控除、配偶者控除及び扶養控除）の差額の合計課税所得の金額の

いずれか少ない金額に３％を所得割の額から控除する。イ、合計課税所得金額は200万円を

超える場合、所得税との人的控除額の差額の合計額から合計課税所得金額から200万円を控

除した金額に３％をそれぞれ所得割の額から控除する。 

  ５、34条の８（配当割額または株式等譲渡所得割額の控除）、配当割額または株式等譲渡

所得割額の控除における割合、３分の２から５分の３になります。 

  第95条、附則第16条の２（たばこ税の税率）、たばこ税の税率改正、普通たばこ1,000本

当たり2,977円でしたが、3,298円になります。旧３級品1,000本当たり1,412円でしたけれど

も、1,560円になります。大方、国税、地方税合わせ１円から1,000円程度ですので、大体16

円ぐらい上がると、20本でという勘定になります。 

  ７、附則第５条（個人町民税の所得割の非課税の範囲）、控除対象配偶者または扶養親族

の加算額の改正、加算額は35万円から32万円になります。 

  附則第７条の３（個人住民税の住宅借入金等特別控除）、所得税控除の５分の３を所得割

から控除。 

  次のページにいきまして、固定資産税の主たる改正点です。 

  平成18年度の評価の状況を見ますと、ある程度負担水準の均衡化が進展しつつありますが、

依然としてばらつきが残っている状況にあります。負担水準の均衡化の措置を講じます。 

  ９、附則第12条第１項から第６項ですが、（宅地等に対して課する平成18年度から平成20

年度までの各年度分の固定資産税の特例）。商業地、ア、前年度課税標準額が当該年度価格

の60％から70％以下の場合は前年度課税標準額に据え置きます。イ、前年度課税標準額が当

該年度価格の60％未満の場合、課税標準額は前年度課税標準額プラス当該年価格の５％を加

算したものになります。ただし、上記イで計算した額は当該年度価格の60％を上回る場合は

60％、20％を下回る場合は20％が当該年度の課税標準額となります。 

  次に、住宅地ですが、当該年度の価格に６分の１を乗じた額、本来の課税標準（Ｂ）と比

べて、ア、前年度課税標準額はＢの80％以上100％未満の場合、前年度課税標準額に据え置

く。イ、前年度課税標準額はＢの80％未満の場合、課税標準額は前年度課税標準額プラス

（Ｂ掛ける５％）とします。ただし、上記イで計算した額はＢの価格の80％を上回る場合は

80％、20％を下回る場合は20％が当該年度の課税標準額となります。なお、住宅地特例率は

200平方メートルまでは６分の１に、200平方メートル以上は３分の１になります。一般農地

は現行と同様でございます。 
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  次に、土地の譲渡所得の課税特例です。 

  10、附則第16条の４（土地の譲渡所得等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例）、

土地に係る譲渡の税率が９％から7.2％になります。 

  11、附則第17条の２（優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る町民税の課税の特例）、長期譲渡所得の税率、2,000万円以下、2.7％が2.4％になりま

す。2,000万円を超えますと3.4から３％になります。 

  12、附則第17条の３（居住用の財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の

特例）、居住用財産の長期譲渡所得の税率は6,000万円以下、2.7％から2.4％になります。

6,000万円を超えますと、3.4から３％になります。 

  13、附則第18条（短期譲渡所得に係る町民税の課税の特例）、短期譲渡所得の税率ですが、

６％から5.4％になります。 

  租税条約実施特例法に対する規定の新設です。14、附則第20条の４（条約適用利子等及び

条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例）、外国企業から個人に支払われる利子及

び配当等の課税に対する規定の法整備、日本国内で利用活動を行う外国企業、相手国との租

税条約により課税する法律でございます。 

  次、分離課税に係る町民税の税率割合の変更。次に掲げる項目の分離課税等に係る都道府

県と市町村分の税率割合等が税源移譲後の県民税４％、町民税６％の割合に合わせて改定さ

れた。株式等に係る譲渡所得、上場株式等に係る譲渡所得等、先物取引等に係る雑所得、肉

用牛の売却による農業所得、配当控除における控除率、外国税額控除における控除限度額。 

  次に定率減税の廃止です。本則改正で、所得割額の7.5％、上限２万円が廃止されます。 

  その他上記以外に多くの改正がありますが、多くは本則改正等による条文整備及び申請方

法等の改正になります。 

  以上が今回の改正の主なものです。 

  お手元に条例改正の新旧対照表を配付させていただきました。 

  簡単ですが、南伊豆町税賦課徴収条例の一部を改正する説明を終わります。よろしくご審

議のほどお願いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議
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ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  報第３号 専決処分の承認を求めることについては、原案のとおり賛成の諸君の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（藤田喜代治君） 賛成多数です。 

  よって、報第３号は承認することに決定いたしました。 

 

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

 

◎報第４号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決 

○議長（藤田喜代治君） 報第４号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたしま

す。 

  朗読を求めます。 

  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 報第４号の提案理由を申し上げます。 

  本案は、地方税法の一部を改正する法律案が平成18年３月27日に参議院本会議で可決成立

し、３月31日に法律第７号として公布されました。４月１日から施行されることに伴い、南

伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、３月31日に専決処分させて

いただきましたので、承認をお願いするものであります。 
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  条例改正の詳しい内容につきましては、窓口税務課長より説明をさせます。 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  窓口税務課長。 

○窓口税務課長（石井 司君） 今回の国民健康保険税の改定の趣旨ですが、国民健康保険税

は個人住民税の所得や個人住民税額を基礎としまして、その算定を行っております。 

  今回は住民税を改正する、それによりまして、一部高齢者について国民健康保険税が増加

することになりますことから、それに対し緩和措置を行うものであります。 

  つきましては、お手元に関係する主なものの概要をまとめました説明資料を配付させてい

ただきましたので、この説明資料により概要を説明させていただきます。 

  右側に３番としてありますけれども、この資料です。 

  南伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要です。 

  国民健康保険税の主たる改正点。 

  １、国民健康保険税の被保険者が平成17年度分の個人の町民税について、公的年金控除を

受けた場合において、平成18年度と平成19年度の国民健康保険税に限り軽減の判定の基準と

なる総所得金額から一定の金額を講ずることにしました。 

  １、附則第２項（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）、現行条文

ですが、これは控除額15万円でございます。 

  ２番、附則第３項（平成18年度分公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額の特例）、

新規で、控除額が28万円です。 

  附則第４項（平成19年度分の公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額の特例）です。

新規で控除額が22万円です。これにつきましては計算例がその次にございますが、65歳以上

の公的年金者の６割軽減の判定をしている計算でございます。 

  まず、17年度を見ますと、もし年金収入が187万円あったとしますと、現在140万円の控除、

年金が受けられるわけですが、そして今現行にあります15万円を差し引きまして、それが33

万円以下であれば６割軽減が受けられると、この計算例を平成17年、18年、19年、20年とし

たわけですが、先ほど18年度におきましては、180万円年金収入がありましたら、年金控除

は今度120万円になります。それから軽減控除額が、先ほど説明しましたように２番ですが、

28万円ありますことから、180万円マイナス120万円マイナス28万円で32万円、判定額は33万

円以下ということで、これも６割軽減になるということです。 
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  19年度ですが、年金収入が174万円ありますと、年金控除額は120万円、軽減控除額は22万

円、そして計算しますと174万円マイナス120万円マイナス22万円で約32万円で、これも判定

額が33万円未満ということで６割軽減が受けられるということです。 

  それで20年度になりますと、167万円年金収入がありますと、120万円年金控除です。それ

で軽減の今までの特例がなくなりますので15万円ということで、167万円マイナス120万円マ

イナス15万円で32万円、判定額の33万円未満ということで、これも６割軽減が受けられると

いう、むりやり33万円の判定率に合わせた年金収入で計算してみました。 

  次にめくっていただきまして、２番、国民健康保険の被保険者が平成17年度分の個人の町

民税について公的年金等の控除を受けた場合において、平成18年度から平成19年度の国民健

康保険税に限り、所得割の算定の基準となる総所得額から一定の金額を控除する特例を講ず

る。 

  附則第５項（平成18年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例）、新規で

控除額は13万円です。 

  ２番、附則第６項（平成19年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例）、

新規で控除額は７万円ということになります。この計算例が同じくしてありますけれども、

所得割額の算定の特例で、該当年度が18年度、所得が50万円、控除額が13万円、課税額が37

万円、それに国民健康保険税の所得割の0.06を掛けますと２万8,120円ということになりま

す。19年度になりますと所得金額が50万円としますと控除額が７万円になります。そして課

税額は43万円で、３万2,680円になります。20年度におきましては50万円の所得があります

と、控除額はゼロ、課税額は50万円、0.06を掛けますと３万8,000円ということになります。

控除額がなくなりますので、こういう形になります。 

  次に、３番、第２条（課税額）、第13条（国民健康保険税の減額）です。介護納付分課税

額に係る課税限度額を８万円から９万円に引き上げます。これにつきましては、概算計算し

てみましたら、該当件数は９件ありました。 

  次に、４番、項番号の挿入による変更、附則第２項の次に第３項から第６項まで挿入され

たことによる、項番号の変更と、関係条文による条及び項番号の変更による改正である。 

  附則項番号の変更、３項から７項（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）、

４項から８項（短期譲渡所得に国民健康保険税の課税の特例）、５項から９項（株式等に係

る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）、６項から10項は（上場株式等に係る譲

渡損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例）、７項から11項（特定中小会社が発
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行した株式等に係る譲渡損失の繰越控除額に係る国民健康保険税の課税の特例）、８項から

12項（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）、９から13項（先物取

引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例）、10から14項

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）。 

  ５番、新規、附則第15項、16項。15項は（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例）、16項（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）。 

  この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、附則第３項から10項までの改正規

定は、平成19年４月１日から施行する。 

  以上が今回の改正の主たるものです。 

  お手元に条例改正に伴う新規対照表を配付させていただきました。 

  簡単ですが、南伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の説明を終わります。よ

ろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  報第４号 専決処分の承認を求めることについては、原案のとおり賛成の諸君の挙手を求

めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（藤田喜代治君） 賛成多数です。 

  よって、報第４号は承認することに決定いたしました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎報第５号の上程、朗読、説明 

○議長（藤田喜代治君） 報第５号 繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたしま

す。 

  朗読を求めます。 

  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 報第５号の提案理由を申し上げます。 

  本案は、去る３月の定例議会におきまして、平成17年度南伊豆町一般会計補正予算中、第

２表繰越明許費としてご承認をいただきました漁港施設維持事業、単独道路改良事業及び急

傾斜地崩壊防止事業、並びに道路河川等災害復旧事業に係る繰越明許費につきまして繰越計

算書を調整させていただきましたので、地方自治法施行令第146条第２項の規定により報告

させていただくものであります。 

  詳細につきましては、建設課長より説明させますので、ご審議のほどよろしくお願いをい

たします。 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（奥村 豊君） それで、報第５号 繰越明許費繰越計算書について説明させてい

ただきます。 

  お手元の資料をごらんいただきたいと思います。 

  平成17年度南伊豆町一般会計繰越明許費繰越計算書。５款農林水産費、３項水産業費、漁

港施設維持事業、これは伊浜漁港航路しゅんせつ工事でございます。農林水産事業費でござ

いますが、事業は建設課が担当しておりますので、私から説明させていただきます。 

  金額320万円、翌年度繰越額320万円、左の財源内訳、一般財源320万円、７款土木費、２

項道路橋梁費単独道路改良事業、これは下流区内南崎保育所に至る生活路線町道大平Ｂ線で
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ございます。 

  金額2,020万円、翌年度繰越額2,020万円、左の財源内訳、既収入特定財源2,010万円、こ

れは地方債分でございます。一般財源10万円。 

  ７款土木費、６項住宅費、急傾斜地崩壊防止事業、これは加納区内の加納森山急傾斜地の

指定促進の測量委託業務でございます。金額320万円、翌年度繰越額320万円、左の財源内訳、

国県支出金210万円、一般財源110万円。 

  10款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、道路河川等災害復旧事業、これは子浦地

内町道仲休場線の災害復旧事業でございます。金額910万円、翌年度繰越額910万円、左の特

定財源、既収入分299万円、これは地方債分でございます。国県支出金600万3,000円、一般

財源10万7,000円。 

  計金額3,570万円、翌年度繰越額3,570万円、既収入分2,309万円、国県支出金810万3,000

円、一般財源450万7,000円、繰越明許費につきましては同額で、繰越計算書を調整させてい

ただくものでございます。 

  進捗状況でありますが、伊浜漁港航路しゅんせつ工事、町道大平Ｂ線道路改良工事、町道

仲休場線災害復旧工事につきましては、既に完了し、加納森山急傾斜地につきましては地元

説明会を終了し、現在測量調査を進めているところでございます。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（藤田喜代治君） 内容説明を終わります。 

  以上で、報第５号 繰越明許費繰越計算書の報告についてを終了します。 

 

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

 

◎議第５２号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決 

○議長（藤田喜代治君） 議第52号 南伊豆町固定資産評価員の選任についてを議題といたし

ます。 

  朗読を求めます。 

  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を求めます。 

  町長。 
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〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 議第52号 南伊豆町固定資産評価員の選任についての提案理由を申

し上げます。 

  地方税法第404条の規定により、町長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ町長

が行う価格の決定を補助するため、固定資産評価員に窓口税務課長が選任されておりますが、

４月１日付の人事異動により新任した石井司君を新たに選任するために提案した次第であり

ます。なお、任期は窓口税務課長在任期間中であります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  議第52号議案に同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（藤田喜代治君） 全員賛成です。 

  よって、議第52号議案は同意することに決定されました。 

 

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

 

◎議第５３号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決 

○議長（藤田喜代治君） 議第53号 南伊豆町南上財産区管理会委員の選任についてを議題と

いたします。 
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  朗読を求めます。 

  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 議第53号の提案理由を申し上げます。 

  財産区管理会委員は、地方自治法及び財産区管理会条例の規定に基づき、財産区の管理運

営をいたすものでございます。 

  南上財産区管理会委員の齋藤一紀氏が平成18年４月９日をもって町外に転出し、南伊豆町

南上財産区管理会条例第４条により失職しました。つきましては、南上財産区の管理運営に

精通しております青野750番地の１、竹河十九巳氏を管理会委員として選任したくご提案申

し上げます。 

  よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  議第53号議案に同意することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（藤田喜代治君） 全員賛成です。 

  よって、議第53号議案は同意することに決定されました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議第５４号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決 

○議長（藤田喜代治君） 議第54号 南伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。 

  朗読を求めます。 

  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 議第54号の提案理由を申し上げます。 

  本案は、南伊豆町国民健康保険事業の健全な運営を図るため、税率改正を伴う南伊豆町国

民健康保険税介護納付分の引き上げが主な内容であります。 

  詳細につきましては、窓口税務課長より説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い

を申し上げます。 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  窓口税務課長。 

○窓口税務課長（石井 司君） お手元に新旧対照表の１枚の紙がございますので、ご参考に

してください。 

  国民健康保険税の介護分について、引き上げについてご説明いたします。 

  その理由といたしまして、高齢化に伴い、核家族の増加により介護の利用者が増加してき

ております。厚生労働省のいわゆる支払基金から割当が来ている金額が平成18年度8,931万

5,000円となります。現状のままですと7,187万円になり、その不足額は1,812万7,000円にな

ります。そのため引き上げにより600万円ほどの収入を増加したいと提案させていただきま

した。 

  まず、具体的に値上げの率ですが、所得割が0.0073、新旧対照表でごらんいただきますと

わかりますが、それが0.011でございます。 
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  次に、所得割でございますが、0.04が0.05で、１％の値上げになります。均等割ですが、

5,500円が6,500円になり、1,000円の値上げになります。平等割が3,500円から4,000円、500

円の値上げになります。 

  概算ですが、多く払います人で年間１万円の値上げになります。大体500万円の所得があ

りまして、10万円の固定資産税を払う人が２人世帯のご夫婦の場合は１万円、また４割軽減

の人ですと１人当たり年間3,400円の値上げということになります。 

  他町村との比較ですが、郡内の値上げしても、いずれも郡内、下田市を含めて中の下とい

うふうなものになっております。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  議第54号 南伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、原案のと

おり賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（藤田喜代治君） 全員賛成です。 

  よって、議第54号議案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎議第５５号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決 

○議長（藤田喜代治君） 議第55号 南伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す
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る条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  朗読を求めます。 

  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 議第55号の提案理由を申し上げます。 

  本条例改正案は、消防団員の処遇改善の一環といたしまして、消防団員等公務災害補償等

責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成18年３月27日に公布、同年４月

１日に施行されました。 

  この政令改正を受けまして、本町の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給基準額を本年

４月１日にさかのぼりまして、平均0.116％引き上げさせていただきたくご提案をいたしま

した。 

  条例改正の内容につきましては、総務課長より説明させますので、よろしくご審議のほど

お願いを申し上げます。 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（鈴木博志君） それでは、内容説明をさせていただきます。 

  次のページの別表退職報償金支給額表をごらんください。 

  この中で、まず分団長の10年以上15年未満、15年以上20年未満、20年以上25年未満の３段

階が2,000円上がっております。またその下の副団長、その次の下の部長及び班長につきま

しても10年以上から25年未満の３段階がそれぞれ2,000円上がっております。ほかは前年と

変わりございません。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議
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ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  議第55号 南伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正す

る条例制定については、原案のとおり賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（藤田喜代治君） 全員賛成です。 

  よって、議第55号議案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎議第５６号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決 

○議長（藤田喜代治君） 議第56号 指定金融機関の指定についてを議題といたします。 

  朗読を求めます。 

  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 議第56号の提案理由を申し上げます。 

  指定金融機関は、地方公共団体が公金の収納、または支払いの事務を取り扱わせるために

置く機関であります。本町におきましては、平成15年10月１日から３年契約で現在の伊豆信

用金庫を指定金融機関として指定し、業務を順調に遂行してまいりましたが、平成18年９月

30日をもちまして３年が経過いたしますので、本年10月１日から新たに本町の指定金融機関

として、本町内に店舗を置く伊豆太陽農業協同組合を指定させていただきたく、ここにご提
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案申し上げる次第であります。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

  10番、渡邉嘉郎君。 

○１０番（渡邉嘉郎君） ちょっとお伺いしますけれども、私の記憶によりますと、この指定

金融機関の指定についてでございますけれども、今やっている制度が悪いということでなく

て、今やられている伊豆信用金庫ですね。その前がたしか農協だと思ったんですけれども、

そして今度は静岡中央銀行がたしか番からいきますと、番になっておろうかなと思いますけ

れども、その辺が何で順が狂ったのかをお聞きしたいなと思います。 

○議長（藤田喜代治君） 助役。 

○助役（小針 弘君） それでは、今の質問でございますが、今までの経過でいきますと、町

内に店舗のある金融機関がおおむね３年をほぼ２回ずつ、それ以前は５年、その前は長いの

で30年ということでございますが、３年間を限度として順繰りやっていったようですが、今

回静岡中央銀行がそういったことからいきますと、順番になるわけですが、銀行の方から申

し出がありまして、今の窓口に人員を派遣することは非常に厳しいということで、今、下田

市が年間100万円、消費税含めて105万円をそれぞれの金融機関に支払っているわけですけれ

ども、その金額をいただきたいというような申し出がありました。 

  私どもとしましては、郡内の町村と連携を持った中で話し合いをしまして、下田市のよう

な形に持っていくにはそれぞれの町村が、村がなくなりましたけれども、町が足並みをそろ

えて、出すべきときには出そうと。今の時点ではそれを100万円の負担しないでいこうとい

うような申し合わせをしまして、そしてしましたところが、中央銀行の方からそれではやっ

ていけないというようなことがありましたものですから、現実には困ったわけですけれども、

もう既にここには支店がありませんけれども、静岡銀行などはもう以前からこれはやらない

ということ、それから今やっている伊豆信さんにつきましても非常に厳しいということを聞

いておりまして、困ったものですから、これは太陽農協さんに、実は組合長さんに頼み込み

まして、ひとつこういうことで無料でやっていただきたいということでお願いしました。そ

ういう中で、ＪＡさんの方で承諾していただいたものですから、今回提案をさせていただき

ました。 

○議長（藤田喜代治君） 渡邉嘉郎君。 
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○１０番（渡邉嘉郎君） それは大変農協さんには悪いような、ありがたいような、我が町に

とっては大変ありがたいわけですけれども、そうしますと伊豆信用金庫さんも今後もうでき

ないということというのか、あるいはそういうもの等に100万円、消費税入れて105万円いた

だきたいですよという要望書はこちらの方に出ているということなんでしょうか。 

○議長（藤田喜代治君） 助役。 

○助役（小針 弘君） これは伊豆信用金庫さんにおいては、この９月で３年間が満了するも

のですから、正式なそういうことはありませんけれども、内々にやっていけないでしょうと、

また伊豆信用さんにつきましては10月１日から三信との合併を控えているものですから、な

お現状よりも厳しくなるんではなかろうかと、そんな見通しでございます。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） ほかに質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  議第56号 指定金融機関の指定については、原案のとおり賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（藤田喜代治君） 全員賛成です。 

  よって、議第56号議案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎議第５７号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決 

○議長（藤田喜代治君） 議第57号 平成18年度南伊豆町一般会計補正予算（第１号）につい

てを議題といたします。 

  朗読を求めます。 
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  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 議第57号の提案理由を申し上げます。 

  本案は、平成18年度南伊豆町一般会計補正予算（第１号）であります。歳入歳出予算の総

額に2,253万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億6,253万3,000円

とするものであります。 

  補正の主なものは、第２次・小児救急医療運営費負担金52万円の追加、ＢＤＦ給油施設及

びその排油対策工事費170万円、旧薬用試験場跡地の足湯施設の経費111万6,000円、県道手

石港線改良工事費負担金400万円、26人の退職消防団員への退職金支給のための93万4,000円

の追加及び竹麻小学校屋体屋根ふきかえ工事費1,000万円をそれぞれ追加し、合わせて2,253

万3,000円を増額補正するものであります。 

  これらの財源としての歳入につきましては、国庫支出金７万4,000円、県支出金69万6,000

円、諸収入100万1,000円、財産収入615万4,000円、一般財源として繰越金1,460万8,000円を

追加したいものであります。 

  詳細につきましては、総務課長から説明させますので、ご審議のほどよろしくお願いをい

たします。 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（鈴木博志君） それでは、内容説明をさせていただきます。 

  13ページをお開きください。 

  歳出から申し上げます。 

  ２款総務費、１項総務管理費です。財産管理事務でございまして、５万円の補正をさせて

いただきまして513万5,000円にするものです。町村有建物災害共済保険料５万円ですけれど

も、これ石廊崎コミュニティセンターの建物共済の保険料分でございます。企画費の企画調

整事務10万5,000円を補正しまして968万9,000円とするものでございます。需用費の修繕費

10万5,000円ですけれども、ＬＧＷＡＮ、いわゆる住基ネットの無停電電源装置が腐食して



－74－ 

ございまして、それを修繕するための費用でございます。 

  地域づくり推進事業50万円、7,225万1,000円といたします。南伊豆町ふるさとづくり推進

委員会を設けまして、薬用試験場跡地利用計画を審議していただくための費用でございます。

５回の会議を予定してございます。報酬、費用弁償でございます。 

  次のページをお開きください。 

  ３款民生費、１項社会福祉費です。社会福祉事業４万8,000円の補正をしまして１億2,313

万2,000円とするものです。訪問介護利用者助成事業扶助費です。これは介護保険対象者の

対象外の身障の１、２級の方のホームヘルプサービスでありまして、自己負担分を助成する

ものでございます。 

  次のページをお開きください。 

  ４項介護保険費です。新予防給付包括支援センター事業です。４万1,000円を補正しまし

て809万9,000円とするものです。機器備品が４万1,000円です。ケアプランを作成するソフ

トが３年ごとに改定されるために、そのソフトの購入費でございます。 

  次のページをお開きください。 

  １項保健衛生費、保健衛生事業です。52万円を補正しまして1,083万8,000円とするもので

す。第２次・小児救急医療運営費負担金でございまして、小児入院等の重症患者の配分割合

の変更に伴う増で補正でございます。 

  次のページをお開きください。 

  ２項清掃費、焼却施設維持事業です。170万円の補正をしまして7,714万1,000円とするも

のです。ＢＤＦ給油施設排水工事は100万円、機器備品が70万円です。これはＢＤＦの軽油

代替燃料ですけれども、廃食油の回収を行っておりますが、既存のオイルトラップへ流すた

めの排水路の設置と貯蔵タンクの設置を消防署の指導により義務づけられました。よって、

その工事請負費と備品購入費でございます。 

  次のページをお開きください。 

  ３項上水道費です。簡易水道事業35万6,000円の補正でございます。伊浜の簡易水道の補

助金35万6,000円です。伊浜の２組におきまして、農協のちょっと上ぐらいですかね、そこ

の送水ポンプの取りかえ工事の補助でございます。３分の１の補助でございます。 

  次のページをお開きください。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、農業振興事業50万円の補正で、1,545万5,000円とするも

のです。委託料の50万円で菜の花の環づくり推進事業委託料でございます。菜の花の資源を
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活用して環境に配慮した循環型社会の構築のため、栽培から搾油、ＢＤＦ化に取り組む、ま

た菜の花栽培の推進活動や菜の花栽培を通じた都市づくりとの交流活動等の委託事業でござ

います。50万円です。 

  中山間地域等制度事業８万円の補正で、154万2,000円とするものです。複写機使用料で中

山間地域直接支払制度の事務費として使われるものでございます。 

  次のページをお開きください。 

  ６款商工費、１項商工費、観光振興事業です。111万6,000円を補正し、6,160万円とする

ものです。光熱水費で足湯湯の花の水道料及び電気料でございます。当初、昨年オープンい

たしまして、ちょうど真冬の部分で非常に温度が低くて水道の水で調整したわけですけれど

も、水道料が安定をしてございませんでした。このたび大体温度が安定した関係で計上させ

ていただきました。水道料が月７万円、電気料が２万3,000円ということでございます。 

  次のページをお開きください。 

  ７款土木費、１項土木管理費です。土木総務事務14万8,000円の補正で、4,960万8,000円

とするものです。わがやの専門家診断事業委託です。昭和56年以前の木造住宅の耐震診断分

でございます。５件分を予定してございます。 

  次のページをお開きください。 

  ２項道路橋梁費、単独道路改良事業400万円の補正で、9,773万8,000円とするものです。

県道改良事業の負担金でございまして、県道手石湊線の若宮神社から終点の青木さざえ店の

前の交差点までの間の歩道整備費の負担金でございます。総事業費が4,000万円の10％、400

万円が事業負担金でございます。 

  次のページをお開きください。 

  ３項河川費です。河川維持事業６万5,000円の補正の328万3,000円です。五十鈴川水門操

作委託料です。遠隔操作でありますが、通常時の管理委託を地元の東子浦区と管理委託する

ものでございます。 

  次に、小規模生活ダム関連整備事業38万6,000円の補正をして、496万円にするものでござ

います。記念品代で青野大師湖ダムの完成に伴う竣工式の記念品代でございます。 

  次のページをお開きください。 

  ８款消防費、１項消防費です。非常備消防事務でございます。93万4,000円の補正をしま

して、2,611万6,000円とするものです。先ほど議案も議決していただきました消防団員退職

報償金の補正で、26名分の退職団員の報償金でございます。追加分でございます。 
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  次のページにいってください。 

  ９款教育費、２項小学校費です。小学校管理事務です。1,132万6,000円に対しまして、１

億568万3,000円とするものです。共済費と賃金でございますけれども、三浜小学校の臨時用

務員の賃金及び社会保険料でございます。15万6,000円と90万5,000円でございます。役務費

の健康管理検査料は小学校教職員の健康診査の追加分でございます。工事請負費の1,000万

円でございますけれども、竹麻小学校の屋体の屋根のふきかえ工事でございまして、近年の

大型台風の被害によりまして、スレート等がはがれまして、雨漏りの状態が続いております。

今回全面張りかえをしたいための補正でございます。 

  小学校教育振興事務です。１万5,000円、2,132万7,000円とするものです。教育研究会の

負担金で、負担割合の変更に伴うものでございます。 

  次ページをお開きください。 

  ３項中学校費です。中学校管理事務９万1,000円の補正で、1,701万1,000円とするもので

す。健康管理検査料、これも中学校の教職員の健康診査の追加分でございます。中学校教育

振興事務費４万1,000円、2,382万3,000円とするもので、自動車借上料３万5,000円、東中と

南伊豆中学の２年生の交流のバス代でございます。教育研究会の負担金はこの負担割合の変

更に伴うものでございます。 

  次ページです。 

  幼稚園費です。幼稚園事務の８万1,000円、3,539万4,000円とするものです。臨時教諭賃

金の８万1,000円ですけれども、南伊豆幼稚園の臨時教諭の賃金でございます。10日分の賃

金を計上させていただきました。 

  次ページをお開きください。 

  社会教育費です。社会教育総務事務13万円の補正で2,036万3,000円とするもので、社会教

育事業負担金です。社会教育専門員の負担金の算定割合の変更による追加でございます。図

書館管理運営事務30万円の補正で、2,058万円とするものです。図書館の軒樋の補修工事と

いうことで、雨どいの漏水のための工事でございます。30万円計上させていただきました。 

  続きまして、７ページをお開きください。 

  最後ですけれども、国庫支出金、国庫補助金です。土木費の国庫補助金が公営住宅等関連

事業推進事業費補助金７万4,000円です。これはわがやの専門家診断による国庫補助金８分

の１分でございます。これは８分の１です。 

  次ページをお開きください。 
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  16款県支出金、２項県補助金です。民生費県補助金３万6,000円の補正で2,328万3,000円

とするものです。低所得利用者対策事業費補助金です。これは先ほど言いましたホームヘル

プサービスに伴うもので、４分の３補助です。国が２分の１の県が４分の１でございます。

農林水産業費県補助金です。中山間地域助成支払制度の事務費分の２分の１の補助で４万円

です。菜の花の環づくり推進事業委託費50万円、100％県補助でございます。土木県補助金

です。５万5,000円の補正で107万6,000円とするもので、わがやの専門家診断事業費補助金、

県費補助で８分の３部分でございます。５万5,000円でございます。 

  下のページに行ってください。 

  委託金です。３目土木費委託金です。６万5,000円を補正しまして305万5,000円とするも

のです。五十鈴川水門の操作委託金です。これは先ほど言った東子浦区の水門操作委託費で

ございます。 

  次ページをお開きください。 

  財産収入です。不動産売払収入で、615万4,000円を補正して625万5,000円とするものでご

ざいます。これは差田グラウンド用地でございますけれども、国道136号線の改良工事のた

めの売り払いの収入です。443.27平米の売り払いで、615万4,000円を計上させていただきま

した。 

  次の繰越金です。1,460万8,000円を補正しまして、１億1,460万8,000円とするものです。

今回補正予算に充当するための前年度の繰越金でございます。 

  次のページをお開きください。 

  雑入でございます。100万1,000円の補正をしまして、8,691万1,000円とするものです。消

防団員退職報償金です。26名分の追加分です。93万4,000円です。雑入で廃油売払収入6,000

円です。300リットル分を見込んでございます。町村有建物災害共済保険料地元分担金です。

石廊崎のコミュニティセンター分の分担金６万1,000円を計上させていただきました。 

  ６ページをお開きください。 

  このたびの補正ですけれども、合計で2,253万3,000円で、合計41億6,253万3,000円とする

ものでございます。補正額の財源内訳としまして、国県支出金が77万円、その他100万1,000

円、一般財源で2,076万2,000円とするものでございます。 

  以上で内容説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 
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  10番、渡邉嘉郎君。 

○１０番（渡邉嘉郎君） 私は予算的なことを聞くわけではございませんけれども、たまたま

教育費が中に入っておりますので、教育長にちょっとお伺いをしたいなというふうに思いま

す。 

  本年度の南伊豆町の小中学校の入学式が４月５日の仏滅にあったわけです。私も案内書を

もらったときにはさほど気にしなくて、ここに手帳に書いておったわけですけれども、そう

いうことが数名の父兄の方から、一番最初の入学式の日、小学校１年生の父兄が多かったわ

けですけれども、自分の子供たちが第１番目の子供が大事な学校に入学するのに、何で町会

議員の先生方が何名もいる中で、この入学式を仏滅にやることを認めたんだというようなお

しかりの電話がありました。そのことについて私も全然気がつかなくて、暦を見たらそのと

おりで、いや気がつかなくて申しわけありませんでしたよというような電話の対応を数十名

の人たちにした記憶がございまして、そのときに私は前の日に電話をいただいたわけです。

しかし、前の日で次の日が入学式では、教育長のところに言っても変更は無理のことは決ま

っておるわけですから、この折には私は申しませんでしたけれども、教育長に、私は何でこ

の日を選んだのかというようなことを電話でお伺いをした記憶がございます。 

  そのときに教育長は、いやそこまで考えないよという返事でした。しかし、私は先生にこ

う聞きました。では先生のうちの自宅のめでたいことを仏滅に選んでやるんですかというよ

うなことをお聞きしたと思います。大変失礼ですと。これは私は宗教なのか、そういうこと

はよくわかりませんけれども、この場でこういう質問をするのがいいか悪いかわかりません

けれども、しかし、私は日本の暦の中にこういうことがうたってある以上は、いい悪いは別

にしても、これは文化や伝統の昔からの流れかなと、先代のつくった流れかなというふうに

私は受けとめておるものですから、私は仏滅だとか、あるいは友引だとか、大安だとかとい

うことを随分気にする方なんですけれども、今後、町長ももちろんですけれども、町の行事、

あるいは学校の行事にしましても、わざわざ仏滅を選ぶことを頭の中に置かないで決定をし

ていくものなのか、いかないものか、その辺をはっきり私はこの場で明確にしていただきた

いなというふうなことをお聞きしたいなというふうに思います。 

○議長（藤田喜代治君） 教育長。 

○教育長（渡邊 浩君） ただいまの件についてですけれども、入学式ですね、その日取りで

すけれども、これは既に１年前に決まっていることでありまして、私が就任するはるか昔に

決まっております。ですから、変更はちょっと無理ということでございます。 
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  めでたい日に、仏滅でなくて、日取りのちょうどいい日に合わせたらどうだと、こういう

ご意見でありますけれども、これについてはちょっとまだ検討してみないとわからないんで

すけれども、今年度考えてみますと、県下で４月５日に実施した学校が大体７割ぐらいだと

思いましたね。残りが……、ごめんなさい、間違いました。５日が３割ぐらいですかね、約

です。６日が７割ぐらいというふうに記憶しておりますけれども、その日取りが仏滅であっ

たか、あるいは大安の日であったか、そこまで考えて決めたかどうかちょっとわかりません

けれども、これは４月のたしか２日が日曜日だと思ったんですね。学校側の準備の関係で恐

らく６日が結構多かったんじゃないかというふうに私想像しますけれども、入学式について、

できればめでたい日をとった方がいいかもしれないということは確かにございますね。とい

うことで、また検討したいと思いますけれども、現在日取りについては、実は学校に任され

ております。管理条例の中で何学期の何月から何月、１学期はどこからどこというふうに決

められていますけれども、そのうちのここを選びたいというのは学校に任せておると、こう

いうようなことでありますが、教育委員会として指導すべきかどうか、これを今後考えてい

きたいと思います。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 10番、渡邉嘉郎君。 

○１０番（渡邉嘉郎君） 教育長、わかりましたけれどもね、賀茂郡の中で、聞いてみました

ら、私どもの町だけがこの４月５日の仏滅に入学式をやったようなことを私聞いてみました。

各地区の議員の人たちに電話を入れて。大安だから当たり前だろうなというような返事です。

それは今後ですね、やっぱり教育の立場に立つ先生、トップですから、小中学校の校長先生

たちを集めて会合があったときになるべくこういう日はやめてほしいよと、私はそういう審

議をしていただきたいなというふうに思います。 

  それでもう１点は、去年就任して鈴木町長が生まれて、子供たちに防犯ベルをくれました。

その防犯ベルも非常に親御さんたちはありがたく、また事故が多くてですね、ありがたく思

っているわけですよ。学校によったらなのか、学校、ちょっと私も調べてみなかったから、

わかりませんけれども、ある学校を対象にしてみますと、その取り扱いの説明方を全校生徒

を集めて、こういうふうにして使うんだよとかというのは、体育館の中で校長先生以下、学

校の先生方で集まって、何人かの子供を前にして、こういうときにはこうしてこうやって使

うんだよと説明が私はなかったというふうに何人かから聞いたわけですけれども、そういう

ことのないように、新しく入学した子供たちもこれから出てくるわけですから、そういうこ
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とは、こういうわけでこういうふうにして使うんだよと。今、子供たちの安全が騒がれてい

る世の中でございますので、この辺は私は今後、そういうことをきちっと明確にやっぱり子

供たちを守る意味からも伝えていってほしいなということは教育長に深く学校にそういう形

を要望してもらうよう、この場をかりてお願いをしておきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） ほかに質疑もありませんので、質疑を…… 

〔「議長」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 11番、石井福光君。 

○１１番（石井福光君） ２点ばかりちょっとお伺いしたいんですが、２ページの南伊豆町ふ

るさとづくり推進委員会の費用ですね。これは５回で、これから５回ということで、20名と

いうことなんですが、このふるさとづくり委員を20名というのは果たして決定したのか。何

か聞いてみますと、委嘱状を受けてくれるかということでこんなふうに20名、さっきの問題

にもありましたけれども、20名に出して、果たしてその人、あんたたちは委嘱状、このふる

さと委員を受けてくれますかというものを出して、まだ決定していないわけでしょう。それ

出して果たして、中にはおれはそんなもの受けないという人もあるわけです。私のところに

も、委任を受けるかというのがあるものですから、この20名というのは果たして決定したも

のなのか、委嘱状を出したものなのか、これから出すものなのか、それが１点。 

  それと各委員をですね、第１回目がふるさと創世委員会というのが、当時の区長会長の大

年君が会長でやったのが第１回目、跡地の問題についてね。それから、そのまま下賀茂活性

委員会、それから３つ４つあるわけですね。これが物にならなくて、やっとこれが形になる

わけなんですがね。だからさっきの質問の中にもあったように、当然の機関からじゃなくて、

やはり私はやる気のあるのを公募して、20名やるべきではないかというのが私の個人の考え

なんだけれども、100人集まってだめなものは、やっぱり何やったって、これがまた同じよ

うな跡地の問題もできないと思うんです。だから果たしてこの５回やってね、結論出るのか

なというのを心配しているんですが、これはどうなっているのか、その任命について、２点

お聞きしたい。 

  それと、もう１点は、５ページの菜の花の環づくり推進事業委託料、ちょっと総務課長が

説明したんだけれども、これは農業委員会で新年度の18年度の予算の中で、いろいろその中、

種をまいたとか、種代だとか、やれ何だとか、委託だとか何だとかというものは、私は詳し

いことわかりませんけれども、結構出ているんだけれども、これ出たことは内容をちょっと
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言ったんだけれども、もう１回２点を説明していただきたいと思います。 

○議長（藤田喜代治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（高橋一成君） ふるさとづくり推進委員会の件でございますけれども、現在

ふるさとづくり推進委員会設置規則に基づいて、この20名の選出をさせていただきました。

現在は本人の内諾書をいただいた段階であります。今日の予算のご審議をいただきましたの

で、早速20名に対して、第１回目の会合等の通知を差し上げる予定でございます。 

○議長（藤田喜代治君） 石井福光君。 

○１１番（石井福光君） 20名は要するに受けたわけですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○１１番（石井福光君） そのときに委嘱状を出したわけですね。 

〔「いや、これからですから、第１回目の」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（高橋一成君） 第１回の会合のときに正式に出す予定で考えております。 

○議長（藤田喜代治君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（外岡茂徳君） ただいまのご質問の菜の花の環づくり推進事業についてでご

ざいますけれども、ただいま総務課長の方から説明があったとおりなんですけれども、この

事業につきましては、いわゆる新規事業でございまして、簡単に言うと、つくる、活用する、

循環するという菜の花をＢＤＦ、いわゆる菜種から油をとって、そういうところに使おうと

か、そういうことでございます。 

  これにつきましては、今話したように新規事業の中のモデル地区ということで、南伊豆町

はとりあえず特に日野の菜の花畑ですね、あこそをある意味県の方から注目されているとい

う言い方は失礼ですけれども、そういう意味で話がございまして、今回初めて新規事業とし

てできた事業でございます。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 石井福光君。 

○１１番（石井福光君） よくわかりました。新規事業、さっきそこがちょっと年のせいか、

居眠りしたのかわからないですが、聞き漏れたものですからね、新規事業だということがわ

からなかったものですから、どうもありがとうございました。 

○議長（藤田喜代治君） ここで３時５分まで休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時５９分 

 

再開 午後 ３時０４分 

 

○議長（藤田喜代治君） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

  12番、横嶋隆二君。 

○１２番（横嶋隆二君） １つは今の石井議員の関連で、19ページの菜の花の環づくりの事業

ですけれども、従来ですね、農業振興会が長くあそこを活用して、実際取り組んできたのは

わかりますけれども、この事業のもうちょっと立ち入った中身ですね。最近伊豆新聞にも２

回ほど写真入りで報道されて、何か農業振興会の一部の部会ということであるんですが、50

万円というと、これすべて県からお金が来るように、収入の方でも書いてあります。それで

も我が町の農業振興会の全体の補助額がいろいろ減ってきて、全体でも160万何がしかとい

う中では非常に大きい額だと思うんですね。この中身がどのように使われるのか、あるいは

人件費とかね、そういうものもあるのかということ。 

  もう一つは、菜の花の問題で言うと、写真にも出ていましたけれども、その部会とは別に

かつては菜の花刈り園とか、団体は別ですけれども、１反当たり、１反ちょっとで200万円

の補助をもらって事業を行った団体もあると。これは１回の作しかやらなかった。去年だか

今年だか吉祥にまた200万円の菜の花の県の補助金がありました。補助事業がね、採択をし

て。これは現担当のときではもちろんありませんが、私は一般質問でいろいろ言いましたけ

れども、いわゆる農業関係でこの予算づけをしているのは、県の米室ということであるんで

すが、水田の減反政策の裏というか、代替でこういうことをやって、環境の問題としては理

念的にわかるんですが、いわゆる農業関係の予算でやるときに、こうしたものが菜の花の栽

培にしても、環境美化にしても継続的にどういうふうに、この農業関係を、環境だけではな

くて、農業関係の予算で振興事業で使われますよね。これが農業者やあるいは振興策、個人、

あるいは農業振興課の一部の部会であっても、どのように住民の啓発なり、振興の啓発に寄

与していくのか、今回の新規事業ということだけではなくて、経過的に追ってみると、大体

似たような人がやっているようなもので、その点をですね、ちょっと取り組みを含めて聞い

ていきたいと。これは我が町の全体の農業振興とのかかわりでも、農業すること自体、私は

環境に寄与しているというふうに思っているんですが、そういう観点も含めてお願いしたい

ということ。 
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  もう一つの質問は、衛生費のところで、17ページにＢＤＦの給排水工事、これがどういう

事業の関連なのか。私は直接の担当の係の職員に聞いたときは、菜の花循環利用の関連とは

違うというふうに話聞いたんですね。でも県のホームページをたどって米室の関連からいう

と、やっぱりその事業との関連をなしには考えられないし、これは生活環境課長に聞くとこ

ろなんですが、現場の担当のところでどういう連携でやられているのかというのは、もうち

ょっと情報公開なり、そういうことが必要ではないかというふうに思うんですね。 

  このＢＤＦのことをやるということは悪くはないですが、170万円の投資するわけですね。

給食の廃油の売り上げは6,000円を見込んでいるのかな。かつての新聞の報道では、今の軽

油より安くＢＤＦが入ると。採算というか、どういう見通しが、何年でこれが回収されるの

か。それと使う車両は公用車ということで、伊豆新聞の報道でありましたが、具体的にどの

枠まで考えられているのか、その点、２点ですね。ちょっと長くなりましたけれども、お伺

いします。 

○議長（藤田喜代治君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（外岡茂徳君） ただいまのご指摘の菜の花の環づくり推進事業でございます

けれども、これは委託は可能ということで、まず再委託する予定でございます。議員おっし

ゃるとおり再委託する予定でございまして、農業振興会の中に委託したいなと。ただ、部会

を何々部会ということで、我々の方は決めてはおりません。したがって、確かに菜の花研究

部会というのがございますけれども、そこに委託するつもりはありません。農業振興会の中

へ委託するような形で運営委員会、要するに農業振興会の運営委員会の方で諮っていただい

て、それで使っていただくというような形で考えております。 

  それから、中身のことについてですけれども、もちろん人件費等はこの中には含まれてお

りません。具体的に言いますと、いわゆる先ほど出ましたＢＤＦ化、いわゆる菜種をとって、

ＢＤＦ化にしたいよというのは、いわゆるこの中の目指す方向の中には確かにうたわれてお

りました。したがって、遊休農地の観光利用と資源の循環利用の推進、それから廃食油の回

収、この中で出てきたのは農耕機でのＢＤＦ使用、この辺も目指す方向ということで、米室

の方からもらった資料の中で、具体的に、また説明も受けております。 

  それから、菜種油と関連商品の開発、これ観光との連携にもなろうかと思うんですけれど

も、そういうふうな考えで担当課としてはおります。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 生活環境課長。 
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○生活環境課長（大年清一君） ＢＤＦの今回補正にかかりました関係なんですけれども、菜

の花循環との関連あるということですけれども、直接的な関係はございません。その県の補

助事業との直接の関連はございませんけれども、菜の花環づくり推進事業の中にＢＤＦ関連

をいかに啓蒙するかというか、広めるかという状況の中で、出前講座といいまして、小中学

校へ生活環境の職員が行って説明をするとか、そういったものの資料づくりに若干そういっ

たものを使ってもいいかというような関連の中では関係がございますけれども、直接的な関

係というのはないものと私は理解しております。 

  それから、町の生活環境課と産業課の担当同士では、そこの辺は話し合ってはいると思い

ますけれども、横の連携はとっていると、私はその辺理解はしております。 

  それから、もう１点、ＢＤＦで使う車両、今後の件ですけれども、現在生活環境課の庁用

車１台と作業用の車が１台、それからダンプが１台、それにＢＤＦを使用しておりまして、

今回この補正を認めていただければ、さらに町で使っているマイクロバスにも使用をしてい

きたいと考えております。 

  それから、費用対効果といいますか、170万円かけて、どれだけ回収できるかということ

なんですけれども、現在このＢＤＦを約リッター90円で購入しております。軽油の相場は現

在リッター120円程度、リッター30円安いんですけれども、そこまでまだ詳しく何年でとい

うことはないんですけれども、一応年間マイクロですと、月300リッターぐらいですかね。

燃料を大体使っているみたいなんで、生活環境課で使っている分も合わせますと、月400リ

ッターぐらいはＢＤＦで賄えるんでないかと思っておりますので、どれぐらいで回収できる

かというのはちょっと今計算はしていないものですけれども、一応これから計算はしてみた

いと思っております。 

  以上です。 

○議長（藤田喜代治君） 横嶋隆二君。 

○１２番（横嶋隆二君） 最初の菜の花の循環の環づくりも悪いということで言っているわけ

ではないですが、農業関係の振興をして普及するという上では、やはり兼業であってもそう

ではなくても、広さによらなくても、物が売れて、それがいわゆる農業をやってみようとい

う家庭菜園だけではなくて、採算性が合うところに行かなければならないし、かつて私も相

当３代前ぐらいの担当のときに、いわゆる菜の花や、あるいはひまわりの事業、これは全国

各地で油を絞ってやっているその事例を搾油したものを持ってきて質問したこともあるんで

すが、きちっと採算性、販売収益と経費の関係では、きちんと転用させて、それを事業とし
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て成り立たせている地域は全国各地であると。やっぱりこういう補助金をとったなら、そう

いう点を考えてやるべきだと。 

  今回、結論的に行き先を決めていないということでありましたので、そういう点、非常に

重要だと思うんですが、かつての経過だけね、お金をぶち込んで、いわゆる農業でそれだけ

稼ぐことはできないんだけれども、貴重なそういう農業者からも集めた税金が一挙に使われ

ているということは、やっぱり農業関係の予算としては冒涜するんではないかという思いが

ありましてね、こういう質問したわけで、ぜひ生かして、こういうことをやれば、少しでも

経営ができて、収入があるんだという、増益になるんだという、そういう契機にするように

お願いしたいと、そういうことです。 

○議長（藤田喜代治君） ほかに質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  議第57号 平成18年度南伊豆町一般会計補正予算（第１号）については、原案のとおり賛

成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（藤田喜代治君） 全員賛成です。 

  よって、議第57号議案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎議第５８号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決 

○議長（藤田喜代治君） 議第58号 平成18年度南伊豆町老人保健特別会計補正予算（第１

号）についてを議題といたします。 

  朗読を求めます。 
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  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 鈴木史鶴哉君登壇〕 

○町長（鈴木史鶴哉君） 議第58号の提案理由を申し上げます。 

  本案は、平成17年度老人保健特別会計の精算に係る所要額を計上するものであります。 

  詳細につきましては、窓口税務課長より説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い

をいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を終わります。 

  内容説明を求めます。 

  窓口税務課長。 

○窓口税務課長（石井 司君） ８ページをお開きください。 

  ３歳出、２款諸支出金、１項償還金、１目償還金、補正額812万円、計812万1,000円、23

の償還金利子及び割引料812万円、負担金償還金812万円です。これにつきましては、支払基

金医療費交付金、これに対して105万3,000円、支払基金審査支払事務費に9,991円、医療費

国庫補助金に347万8,000円、医療費県負担金357万7,000円、計812万円を償還するものです。 

  次に、７ページをお開きください。 

  ２歳入、５款繰越金、１項繰越金、１目補正額812万円、１節繰越金812万円、前年度繰越

金、これにつきましては17年度の医療費については老人の入院が少なかったことによります。 

  では、次に６ページにいきます。 

  歳出、補正前の額、歳出合計13億547万2,000円、補正額812万円、計13億1,359万2,000円。 

  以上で内容説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（藤田喜代治君） 内容説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。 
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  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  議第58号 平成18年度南伊豆町老人保健特別会計補正予算（第１号）については、原案の

とおり賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（藤田喜代治君） 全員賛成です。 

  よって、議第58号議案は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎発議第４号の上程、朗読、説明、質疑、討論、採決 

○議長（藤田喜代治君） 議第４号 まき網漁業の違反行為に対する罰則と監視体制の強化及

び操業規制（水中集魚灯の使用禁止）を求める意見書を議題といたします。 

  本案は、清水清一君が提案者で所定の賛成議員もあります。 

  朗読を求めます。 

  事務局。 

〔事務局朗読〕 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を求めます。 

  清水清一君。 

〔２番 清水清一君登壇〕 

○２番（清水清一君） それでは、朗読をもって内容説明をいたします。 

  まき網漁業の違反行為に対する罰則と監視体制の強化及び操業規制（水中集魚灯の使用禁

止）を求める意見書。 

  石廊崎沖の漁場は黒潮や天然の漁礁に恵まれ伊豆半島賀茂地区の一本釣り漁業者にとって

は、イカ・ムツ・キンメダイ・メダイ・イサキ等の根付魚種の良場であり、沿岸漁業者が長

年にわたり恩恵を受け生計を営んできた漁場であります。 

  現在、この貴重な漁場の資源管理については、自主的な操業制限の実施と更には水産庁の
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指導のもと一都三県（東京都・静岡県・神奈川県・千葉県）の漁業者がそれぞれ「資源管理

計画」を策定し、その計画を真剣に実践しているところであります。 

  しかし、同海域はイワシ・アジ・サバを捕るまき網漁業の好漁場であり、この沿岸漁業者

のひたむきな資源管理の努力も無に帰するどころか、今では沿岸漁業者の水揚げは激減して

おります。 

  大中型まき網漁法は水中集魚灯を使用しての極めて効率的で漁獲強度が高く、本来漁獲対

象でない魚種や小型魚を文字どおり一網打尽に漁獲できるものであり、混獲あるいは混獲の

域を越えた違法な漁獲につながる状態を常にはらんでいます。 

  この疑念の表れとして、まき網の操業は一本釣り漁業者が休んでいる夜間（深夜）に行わ

れ、これまで繰り返し違反操業（禁止海域での操業、許可対象外の魚種の捕獲）を行い保安

部に検挙された事や、洋上で違反したまき網漁船を一本釣り漁船が取り囲み抗議する等のト

ラブルが絶えないことが上げられます。 

  また、違反とされる許可対象外の魚種は県外港への水揚げや、違反を免れるために市場伝

票の改ざんさえ行っている等の情報もあります。 

  そして、まき網漁船側は許可漁業であることを楯に、違反行為を否認して譲らない状況で

すが、このまま水中集漁灯使用のまき網漁法により違反操業が続くならば、この間、地道に

推進してきた資源管理が根底から崩壊するばかりでなく、石廊崎沖の漁場資源の枯渇を招く

とともに、沿岸漁業者の経営は窮地に至っています。 

  ついては、沿岸漁業者の危機的状況をご理解いただき、関係諸官庁におかれましては下記

事項について早急に抜本的対策を実施されますよう強く要望いたします。 

記 

  １．違反操業に対する取り締まり及びモニタリングシステムの導入と罰則の強化（再犯加 

    重）をしていただきたい。 

  ２．駿河湾東部（伊豆半島西海岸）の距岸５マイル以内の操業禁止と距岸10マイル以内で 

    の水中集漁灯の使用禁止をしていただきたい。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

  意見書提出先。衆議院議長 河野洋平、参議院議長 扇千景、内閣総理大臣 小泉純一郎、

総務大臣 竹中平蔵、農林水産大臣 中川昭一、静岡県知事 石川嘉延、静岡海区漁業調整

委員会会長 橋ヶ谷善生。 

○議長（藤田喜代治君） 提案説明を終わります。 
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  これより質疑に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 質疑もありませんので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 討論する者もありませんので、討論を終結いたします。 

  採決いたします。 

  発議第４号は、原案のとおり本意見書に賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（藤田喜代治君） 全員賛成です。 

  よって、本意見書は原案のとおり可決されました。 

 

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

 

◎閉会中の継続調査申出書について 

○議長（藤田喜代治君） 日程第17、閉会中の継続調査申出書の件を議題といたします。 

  議会運営委員会委員長、第１常任委員会委員長、第２常任委員会委員長、行財政改革特別

委員会委員長及びまちづくり特別委員会委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元

に配付いたしました所管事務調査、本会議の会期日程等、議会の運営及び議長の諮問に関す

る事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

  お諮りいたします。 

  各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（藤田喜代治君） 異議ないものと認めます。 

  よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉議及び閉会宣告 

○議長（藤田喜代治君） 本日の議事件目が終了しましたので、会議を閉じます。 

  ６月定例会の全部の議事件目が終了しました。 

  よって、平成18年６月南伊豆町議会定例会は本日をもって閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ３時２８分 
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