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

        ◎議案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（土屋清武君） 日程第６、議案第24号 平成30年度松崎町営宿泊施設「伊豆まつざき荘」

事業会計予算についての件を議題といたします。 

   議案の朗読は省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。 

○町長（長嶋精一君） 議案第24号 平成30年度松崎町営宿泊施設「伊豆まつざき荘」事業会計

予算について。 

   詳細は担当から申し上げます。 

          （企画観光課長  高橋良延君 提案理由説明） 

○議長（土屋清武君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

   これより質疑に入ります。 

   質疑を許します。 

○１番（深澤 守君） 広告宣伝費のことについてお伺いします。 

  私の考え方でいいますと、広告宣伝費というのは、入館人員を増やすための広告宣伝費だと

思っているんですが、この予算書を見ると、入る人数が前年度並みとなると、広告しているも

のに対しての・・、効果としての人員増というものが見込まれていないように思うんですが、

その点についてお答えいただけますか。 

○企画観光課長（髙橋良延君） 広告宣伝費880万円、今回予算措置しました。 

  やはり広告宣伝費でも効果のあるもの、なんでもかんでも・・、例えば、有料雑誌とか、そ

ういったところにお金を払って掲載して、それでお客さんを呼べるかといったら、なかなかや

っぱり・・、見極めですね。そういったものが非常に必要だろうと思います。 

  ですから、そこのところはやはりちゃんと広告宣伝の中でもやり方を見極めたうえで、我わ

れもやりたいなと思っています。 

  特にリピーターの確保・・、当然新規のお客さんを確保することも大事ですけれども、リピ

ーターの方に何度も来ていただくということの中で、まつざき荘友の会とか、そういった組織

がありますので、そういったところにやはり情報を逐一出して、何回も来ていただくようなや

り方、そういったこともこの広告宣伝費の中でやっているところでありますので、あとは、営

業・・、泊まっていただいたお客さんに来ていただくために、泊まった時に何かサービスでき

るものがないかという時に、松崎のその季節のものをお客さんにお出しして、それで、また次

に来ていただくということもこの広告宣伝費の中ではやっていますので、効果ある広告宣伝と



いう中で、見極めながらやっていきたい。今もやっているということでございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○５番（藤井 要君） 今回料金を改定して、800何某か上がったわけですけれども、それに対

して・・、ほかのところに比べればまだまだ安いということでしたから、上げることによって

お客さんが減らないのかもしれませんけれども、その辺の上げた影響をどのように考えている

のかということを１点聞きたいと思いますけれども・・。 

○企画観光課長（髙橋良延君） 確かに30年度864円宿泊料としては上がるわけです。 

  当然上がった影響という中では、お客さんにやっぱり負担を・・、その分ご負担申し上げる

わけですので、やはりまつざき荘においても、その値上がった分、それが何も変わらないじゃ

ないかということをお客さんに思われないように・・、そういう中でやはり一つは、食事の見

直しですね。こちらの方は今も既に準備を行っていますけれども、そういったことでやはり値

上げがやっぱりお客さんにとって・・、この料金なら見合ったサービスを受けられる・・、満

足感が得られるような形で中身も変えていく準備は今もしているところでございますので、主

には食事ということを私は申し上げましたけれども、サービス面でもそれは職員の教育を含め

て、意識改革を含めてやってまいりたいと思います。 

○議長（土屋清武君） 暫時休憩します。 

                               （午後  １時４７分） 

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

○議長（土屋清武君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                               （午後 ２時００分） 

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

○議長（土屋清武君） 質疑を続けます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はございませんか。 

○３番（渡辺文彦君） 資料になるのかね、19ページになります。  

  ここのいろいろの事業内訳のところだと思うんですけれども、19ページ、事業計画のところ

に、食事料のところがあるんですけれど、ロのところに食事料があります。その下の方にいろ

いろ項目があって、その他というところがあるんですけれども、ここが去年は216万円位だっ

たと思うけれども、今年は390万円位まで上がっている・・、これは、その他というのはいっ

たい何なのか教えてくれますか。 

○企画観光課長（髙橋良延君） その他については、その上に休憩とか会食等々ありますけれど



も、通常・・例えば、お昼とかも含めまして、そういったところを全部休憩・会食という形で

入れ込めばよかったんですけれども、こちらについては、そういった・・不定期に食事される

分といいますか、予約があるとか、そういったことについて、こちらの395万8000円という形

で調整したものでございます。 

  特にこういうもので395万8000円の計上ということではなくて、不定期に係る分の食事料と

いう形での見込みということでございます。 

○５番（藤井 要君） なかなか厳しいということで、宿泊者も去年と同じようなということで、

値上げしたわけですよね。 

  そして、その中で、本当に今年・・、東京オリンピック前のインバウンドを期待したりとか・・、

やらなければ、それ以降がまたどんどん、どんどん下がっていくことも予想されますので、本

当に、この予算をやって、クリアしない限りは苦しいと思いますので、しっかりとやってもら

いたいということがありますし、そして、町長に怒られちゃうかもしれませんけれども、いま、

割引が27種類位あるといいましたよね。これに対しては、見直しがされていないということに

なるわけですけれども、割引をここまでやらなければ、なかなか入客というか、宿泊増は難し

いのかなと思ったりしますけれども、ここには手を付けなかったということに対して、どのよ

うなお考えのもとでやったのか、ちょっとお願いしたいと思いますけれども・・。 

○企画観光課長（髙橋良延君） ２点ほどあったと思います。 

  要は、この値上げをして・・、経営・・、それについて大丈夫なのか、あと誘客対策等々に

ついてどうかというようなことが１点。 

  ２点目は割引の関係だと思ったんですけれども、当然２万3500人という目標を掲げて、宿泊

利用率47パーセント、こちらについては、何としても目標を達成するということで職員一丸と

なってやっていくということはもちろんです。 

  それから、外の要因としては、30年度からデスティネーションキャンペーン・・、私も観光

の答弁で言いましたけれども、静岡県が全国で・・開催地になるわけです。そういった中で、

モデルコースというのを作ります。 

  それで、その旅行関係者の現地ツアーというのがこの５月にあるわけです。その中にまつざ

き荘も入っています。まつざき荘で、その現地ツアーの中に食事を提供することになっていま

す。 

  つまり、まつざき荘に関しましては、非常に一つの大きなチャンスでもあるわけです。です

から、そういった食事をしていただくということも、これもまたチャンスであると思いますの



で、まつざき荘に関しては、その食を前面に出して、松崎らしさをアピールしてまいりたい、

集客してまいりたいと考えております。 

  それから、インバウンドの関係についても、まつざき荘においては、30年度においてホーム

ページについてもインバウンドのホームページ改善をいたします。そういった中でも外国人の

受け入れ等々についてもまつざき荘はそういったインバウンド対応に向けて誘客を図ってま

いりたいと考えております。 

  ２点目の割引の関係については、27プランと先ほど申し上げました。こちらについては、基

本的にはこの割引プランについては、27プランが、果たしてこれがいいのかどうかの見直しは

必要であるかと思いますけれども、基本的には、割引プランというのは、ある程度必要じゃな

いかと思います。 

  例えば、この２月末で町民割引の人が1696人来ているんです。ですから、単純に1000円割引

ですので、169万6000円の減収にはなっていますけれども、この割引プランがなかったら、1696

人が通常料金で来たかなというと・・、そこのところはまたちょっと定かでないところもあり

ますので、そこやはりプランの精査はしながら、やはり効果があるものは実施してまいりたい

と思います。 

○５番（藤井 要君） いま、割引の関係が出ていますので、これは、いま１番割引を利用して

いるのが何かと、一番悪い割引・・、ベスト３とワースト３くらいがわかればお願いしたいと

思いますけれども・・。 

○企画観光課長（髙橋良延君） 割引プランのベスト３で申し上げますと、まず、１番使われて

いるのが町民割引プラン、これは１月の累計ですけれども、1635人。 

  ２番目が一人旅プラン、こちらが1077人、３番目に多いのが、年金受給者優待プラン、こち

らが983名でございます。こちらが一番多いプランですね。上から。 

  下からということでありましたけれども、これについては、一番利用がないのが・・、これ

はやり始めたばかりなので・・、女子会プランというのがありまして、これはただやり始めた

ばかりですので、統計上途中からやっているということをご理解ください。 

  それから、その次にあれなのが、ゆっくり寿プラン、これは高齢者の方等々のあれですけれ

ども、３番目のところは、これも季節ものですから、春の会食プランというのが春限定ですか

ら、利用者でいくと少ないという形になっているところでございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○５番（藤井 要君） この前の値上げの理由として、施設が10年位経ったということで、そし



て、改装、改築等をやってくということでありましたけれども、そういう資金に充てると・・、

値上げ料金を充てていくというようなことがありまして、今年400万円ほど・・、３階の禁煙

所をつくっているとかなんてもとで400万円位かかっていますけれども、それからいくと、な

んかちょっと内容的には多いんじゃないかなと思いますけれども、計画・・、毎年毎年徐々に

やっていかなきゃならないということで、今年は、はじめは、３階のあれが・・あとは空調が

１番だったのかな・・。この空調も・・、この前ちょっと聞いたと思いますけれども、何台位

というのもちょっと忘れていますから、教えてもらいたいと思いますけれども・・。その辺を・・、

何台位からやって、どういう格好でやるのか。 

○企画観光課長（髙橋良延君） 今回800円を値上げするという中では、なにもそれを全部修繕

が必要だとか、設備投資が必要だからということで、それを見込んで充てるということではあ

りません。 

  やはり、もっとよりお客様にサービス・・、そういったことでやはり還元するといいますか・・、

対応するべきだということでありますので、こちらについては、当然設備も当然これから老朽

化してかかってきますけれども、じゃあ、今すぐにその分の値上げをそこに充てるということ

ではないということでございます。 

  それから、禁煙化の関係については、今年度４階を全てやりましたけれども、来年度、３階

を全てやって・・、これは計画的にやっぱり進めてまいりたいと思います。 

  やはり国の施策の流れの中で禁煙化というのは、どうしてもやはり避けられないところであ

ると思います。まして、社会的なニーズも禁煙化の流れになっていると思いますので、これは

進めてまいりたいと思います。 

  なお、４階については14部屋ですかね。既にエアコンのクリーニングを含めて、全て改装と

いいますか、禁煙化の対応をしているところでございますので、３階についても同じく14部屋、

こちらについても30年度やっていくというところでございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はございませんか。 

（藤井議員「空調の件は・・」と呼ぶ） 

○企画観光課長（髙橋良延君） 空調についても、お部屋に付いているところについて空調、そ

このところの清掃ですとか、点検等々について・・、何も替えるということではありませんの

で、そういったクリーニングとか清掃、そういった空調についてもかかるものですから、それ

については、各部屋、全ての階の部屋をやっていくということでございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はございませんか。 



○２番（伴 高志君） いろいろご質問のかぶるところがないようにあれだったんですけれど

も・・、19ページのところで、今年の利用率を47パーセントに上げて、宿泊利用者を２万3500

人ということで・・、あと、それと一緒に・・、温泉の入浴者も少し多めに見込んでいるとい

うことだったので、そこは見込みに対して・・、シーズンずっと温泉というわけにはいかない

わけですけれど、プラン的に絞り込んだり、そういうこともありますか。 

○企画観光課長（髙橋良延君） 温泉利用者を1000人多く見込んだというのは、町民の利用者に

ついて1000人増ということで見込みました。今年度の実績等々を勘案しますと、年度末までに、

この町民の方の4000人利用ということは達するであろうという中で、30年度については、1000

人増やして4000人ということで見込んだところでございます。 

  割引プラン等々においてもということだと思いますけれども、そちらについても、先ほど藤

井議員のことに回答しましたが、27プランやっていますけれども、それが全部を全てそのまま

じゃなくて、そのプランの内容の見直しは随時行ってまいりまして、効果あるプランを仕立て

ていきたいなと思います。 

○議長（土屋清武君）  ほかにありませんか。 

○５番（藤井 要君） 19ページになりますけれども、温泉入浴料ですけれども、いま、500円

ですよね。私たちが払っているのは・・。この370円というのは、どういう数字というか・・、

370円×4000人ということで、148万円となっているけれど、この370円は・・、何かしている

のかな。 

○企画観光課長（髙橋良延君） 温泉の入浴料につきましては、入湯税130円がかかります。し

たがいまして、通常500円で町民の方は入れるんですけれども、130円引きまして、370円、こ

ちらで計上しています。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はございませんか。 

○３番（渡辺文彦君） 振興公社の人件費の部分についてお伺いしたいんですけれども、基本的

に、事業をやれば・・、利益が上がれば賃金もそれなりに上乗せというか、考えていかなくち

ゃいけないけれど、利益が出ない時は普通はこの辺をカットするなり、抑えられる形態だとは

思うけれど、若干まつざき荘に対しては売上は伸びているとはいいつつも、職員の手当とか給

与の伸びの方が大きいのかなという気はしているんだけれども、この辺の考え方をちょっとお

伺いしたい。 

  利益が上がって上げていくというのは、ぼくは別に問題ないと思うんだけれど、利益があま

り上がらない時に、手当とか基本給等が少しずつ上がっていくのはどういうことなのかなとい



うことをちょっとお伺いしたいと思います。 

○企画観光課長（髙橋良延君） 確かに人件費のところが先ほど言いました、足すと１億600万

円ほどになるわけです。昨年より270万円ほど多いということを私は申し上げました。 

  確かに人件費のところの割合がどうかということですけれども、こちらについては、予算と

いたしまして、一応定期昇給の分ですとか、期末勤勉手当等々の分については、一応決められ

ている分というところは予算措置しているわけです。 

  ただ、運用という面で、30年度やっていく中で、必ずしもこの・・、例えば、期末賞与の何

か月分が、その分が確実に保証されているということではございませんので、当然その経営状

況を見ながら、その支給はやっていくという形でございます。 

  現に、28年度の決算を見ましても、期末勤勉手当については2.4か月ということで、決算の

時に私は報告しましたけれども、2.4か月ということです。 

  ただ、予算のところでは4.3ですかね。そういうものを盛っているということですけれども、

そういった経営状況を見ながら、当然給与、手当という中では、この満額ということではない

という形でご理解ください。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○５番（藤井 要君） いま、県なんかでも進めている自転車による・・、まつざき荘のところ

にも試験的にやって、今度もうじき撤去するのかな・・、ありますけれども、そういうところ

は、状況的にみて、自転車による宿泊が増える状況を考えているのか、それと、あそこは自転

車の仮置きというか・・、あそこら辺で置くような関係が・・、いまそんな話も進めているの

か、そこら辺をちょっと聞きたいと思いますけれども・・。 

○企画観光課長（髙橋良延君） まつざき荘につきましては、やはり当然いま自転車の利用者が

伊豆半島は多くなっていますので、そういう方々に利用してもらいたいということで、サイク

リスト応援プランということで、先ほどの27プランのうちの１つにあるわけです。 

  このサイクリスト応援プランというのは、ああいった自転車に乗って来る方というのは、高

価な自転車ですから、屋外にそのまま置いておくというのは非常に嫌うようです。 

  ですから、まつざき荘においては、それを会議室・・、カギのかかる会議室におけるような

形で、施設の中に持ち込めるような形で自転車を・・、今現在いたしております。 

  そういった対応をしておりますけれども、やはりＰＲはしているんですけれども、なかなか

まだサイクリスト応援プランで実際に利用していただく方というのは、まだまだ少ない状況で

ございます。 



  そういったことをＰＲして、まつざき荘はちゃんと自転車も施設の中で保管、管理できます

ということを周知してまいりたいと思います。 

  それから、レンタサイクルの関係については、いま社会実験ということで、３月末までやっ

ていますけれども、なかなかこれもやはり利用者が思ったほど伸びていないという状況でござ

います。 

  本来ですと、１年間通年して利用状況をみれればいいんでしょうけれども、とりあえず県の

方で３月で終わりだということでいっていますけれども、４月以降についてもそのレンタサイ

クルの引き続きの社会実験であれ、そういったことができるのかどうか、これについては、県

と情報を密にしてまいりたいと思います。 

○５番（藤井 要君） 今の関連してですけれども、いま、その自転車に関しては、県が支給し

てというか、貸してくれていると思うんですけれども、今後についてもしそういうような状況

が若干でも増えることになれば、まつざき荘というか、そういう設備を整えるような・・、こ

れは予算的にはまだ入っているわけじゃないですけれども、増やしていくような予定とか、そ

こら辺は、町長の答弁も含めてで結構ですので、お願いしたいと思いますけれども・・。 

○企画観光課長（髙橋良延君） レンタサイクルについては、いま町内に業者がありますので、

例えば、お客さんからの要望があった場合、そちらから自転車を手配してもらって、対応して

いるというような状況でございます。 

  まつざき荘独自でそこのところの自転車を持ってサービスするのがいいのかどうか、これに

ついては、その需要等々を含めまして・・、せっかく町の方の業者さんにもあるものですから、

そちらを利用していただくのがまず第一でいま対応しているというような状況でございます

ので、これは今後の検討課題かなと・・、その需要次第ということになるのかなと思います。 

○町長（長嶋精一君） その自転車についてですけれども、そういう設備をやるということは今

のところ考えていませんけれども、設備をやるということで、優先順位はやっぱり禁煙の部屋

を増やすということの方が大事だなと私は思います。 

  それと、自転車の場合は、県が進めているからといって、それにすぐ飛びつくようなことは、

私も考えておりませんので、この街中を歩いていても、車で走っていても、自転車がたくさん

走っていると運転する・・、車を運転する人は非常に神経を使うんですよね。 

  だから、よっぽど広い道でないとなかなか普及はしないんじゃないかと私は思っています。

県のいうことを全部逆らうわけではないんですけれども、自分のところで組み変えて、頭の中

で考えて実行していきたいと思います。 



  そして、深澤議員から話があったんだけれども、広告宣伝については・・、広告宣伝は大事

でありますから、私はネット、ＳＮＳというのを駆使するということ、もう一つは、汗かき営

業というか、例えば、松崎町に・・、まつざき荘を利用する方というのは、都道府県でいうと

神奈川県あるいは静岡県静岡市が極めて多いんですよ。だから、こういうところにターゲット

を決めて、民宿の人たちとか、観光業者と提携しながら、営業するのも一つの手かなと考えて

おります。以上です。 

  それから、もう一つ、価格を上げるということは、非常に大事なことなんですよね。それで、

１万円でも非常に高いと感じる価格と１万円でも安いなという、お値打ちだなというふうな宿

があると思うんですよ。 

  私は、その１万円・・、例えば、今度、料金を上げたとしても、お値打ちだなというような

国民宿舎を目指しております。 

  そして、７期連続という非常に大変な時期からやっとちょっと抜け出して、これが定着する

か、まだまだ問題ですけれども、私は、一生懸命がんばっている従業員がいるんですよ。した

がって、そういう人たちに報いたいんです。したがって、今までの営業を見直したいし、価格

体系も見直したいし、従業員に報いるといっても、定例給与で報いるのは非常に難しいんだけ

れども、例えば賞与で報いるというような体制をぜがひでも作っていきたいなと考えておりま

す。 

  800円を上げることによって、お客さんが激変するということは、私はないと思います。そ

うならないように努力してまいります。 

○５番（藤井 要君） 広告宣伝費の関係、深澤議員の方からもありましたけれども、前に、確

か、支配人あたりが年何日間か外に出て、営業とかというのもあったけれども、こういう中に

は、そういう資料的なものがないので、わからないわけですけれども、やっぱりトップセール

スみたいなものはある程度今でもやっているんですかね。 

  すぐ、町長、町長といいますけれども、やっぱりこれは町長もたまにはトップセールスに一

緒に行ったりとか、そういう意欲というのは・・、町長だったら、いろいろの面でかなりお客

さんを惹きつけ、連れてくる可能性があるので、またそういうのもやってもらいたいと思いま

すけれども・・。 

  去年の29年度の営業・・、支配人が行ったのか、ちょっとわかりませんけれども、対外的に

出ている・・、何日間位やっているんですよと・・、それで、30年度もこれくらいのことはや

っていきたいという計画がありましたら、お願いしたいと思いますけれども・・。 



○企画観光課長（髙橋良延君） 当然営業の方は、エージェントセールスですとか、あと共済組

合等々には営業をかけて回っております。 

  １年間に何回とか、そういった具体的な数字はありませんけれども、戦略といたしまして、

まつざき荘を利用している・・、例えば、どこの県が多いかと・・、神奈川県が１番多いです。

その次に静岡です。それで、東京という形で、あと、長野とか山梨とか向うの海のないところ

に営業をかけるとか、１番重点的に、お客さんが来てもらっているそこのところというのは、

ある程度把握していますので、そういうところにやはり重点的に営業をかけていくということ

ではやっております。 

  ですので、ちょっと年間何日行っているとかという数字はございませんけれども、営業に出

て行って、そういった県の方々がお客さんを引っ張って来るということで、営業をかけている

ところでございます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

○３番（渡辺文彦君） 今のところと関連でちょっとお伺いしたいんですけれども、道路がだい

ぶよくなって、東京周辺では圏央道とか、また伊豆に来れば縦貫道とかの整備でだいぶ便がよ

くなったということで、いま課長がおっしゃった神奈川とか東京とか静岡以外でもなんか茨城

とか栃木とか、そっちの方からも車が来るようになっているという話も聞くわけですけれど

も、その辺はどうですかね。実態があるとどのくらい感じているのか。また、そっちの方に対

する営業をどのような形で考えているのか、その辺をちょっとお伺いしたいと思いますけれど

も・・。 

○企画観光課長（髙橋良延君） 私は、いま、１番来ている重点的なところと申し上げましたけ

れども、まだ当然開拓するというところもあるわけですね。そういった中では、圏央道が海老

名からずっと回りまして、関越とか、中央道を回るような形で・・、そうすると北関東のお客

さんというのは・・、やはりその圏央道が開通した影響からか、やはり伊豆の方には来ている

ようなことです。 

  ですから、まつざき荘においても、北関東の群馬とか、栃木とか、そちらの方にも営業に行

っております。 

  したがいまして、そういったところから、新たにお客さんを誘客するということもやってお

ります。 

  それから、やはり先ほど言いました長野、山梨ですね。こちらの方についても営業の方は行

っておりますので、そういった新たなところからの誘客というのも併せて行っていることを申



し上げます。 

○議長（土屋清武君）  ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（土屋清武君）  ないようでありますので、質疑を終結したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（土屋清武君） 異議なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   これより討論に入ります。 

   まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

                   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（土屋清武君）  反対討論なしと認めます。 

    次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

○５番（藤井 要君） 最近の例ですと、下田でいろいろと国の関係の機関の人とか、そういう

話を聞いても静岡県というか、松崎、西伊豆、南伊豆、こっちの下の方の入客が、交流人口が

かなり減ってきているんですよね。 

  ですから、先ほども言いましたように、インバウンド対策なんかを強力に進めて、東京オリ

ンピック前まではどうしても改善すると・・、そのような意気込みでやってくれることに期待

いたしまして、本案に賛成したいと思います。 

○議長（土屋清武君）  これをもって討論を終了します。 

   これより議案第24号 平成30年度松崎町営宿泊施設「伊豆まつざき荘」事業会計予算につ

いての件を挙手により採決します。 

   本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

          （挙手全員） 

○議長（土屋清武君） 挙手全員であります。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

 


