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特別会計予算審査特別委員会（第１日目）記録 

 

                    平成２９年３月１０日（金）午後２時３２分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ３番  栗 原 京 子 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君      ８番  村 木   脩 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（なし） 

 

議会事務局 

議会事務局長 向 井 青 一 君   
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開会 午後 ２時３２分 

 

○臨時委員長（森田禮治君） 東伊豆町議会委員会条例第９条第２項の規定に基づき、私が臨

時委員長の職務を行います。どうぞよろしくお願いします。 

  ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。よって、特別会計予算

審査特別委員会は成立しましたので、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。委員長の選挙は指名推選にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行

うことに決定しました。 

  お諮りいたします。指名の方法については、臨時委員長が指名することにしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしと認めます。したがって、臨時委員長が指名すること

に決定しました。 

  委員長に１番、笠井議員を指名します。 

  お諮りいたします。ただいま臨時委員長が指名いたしました１番、笠井議員を委員長の当

選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました１番、笠

井議員が委員長に当選されました。 

  ただいま委員長に当選されました１番、笠井議員が本委員会に出席しておりますので、本

席より告知いたします。 

  １番、笠井議員に委員長就任の御挨拶をお願いします。 

○委員長（笠井政明君） 御指名になりましたので、ちょっと大役になりますが、初めての役

なので御迷惑をかけると思いますが、頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

○臨時委員長（森田禮治君） これで、私の役目は終了しました。 



－3－ 

  御協力ありがとうございました。 

  委員長には恐れ入りますが、委員長席にお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３５分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○委員長（笠井政明君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより副委員長選挙を行います。 

  お諮りします。副委員長の選挙は指名推選にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定しました。 

  お諮りします。指名方法については、委員長が指名することにしたいと思います。御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。したがって、委員長が指名することに決定し

ました。 

  副委員長に７番、飯田議員を指名します。 

  ただいま委員長が指名いたしました７番、飯田議員を副委員長の当選人と定めることに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました７番、飯田議

員が副委員長に当選されました。 

  ただいま副委員長に当選されました７番、飯田議員が本委員会に出席しておりますので、

本席より告知します。 

  ７番、飯田議員に副委員長就任の御挨拶をお願いします。 

○副委員長（飯田桂司君） 早々に副委員長ということで御指名をいただきました。委員長を

助けていきたいと思いますので御協力をよろしくお願いいたします。 
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○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３７分 

 

再開 午後 ２時３８分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  なお、次回は３月13日９時半から行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

延会 午後 ２時３８分 
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特別会計予算審査特別委員会（第２日目）記録 

 

                    平成２９年３月１３日（月）午前９時３０分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ３番  栗 原 京 子 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君      ８番  村 木   脩 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（１２名） 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 健康づくり課 

参 事 村 上 則 将 君 

健 康 づ く り 
課 長 補 佐 兼 
介 護 係 長 

齋 藤 和 也 君 
健 康 づ く り 
課 長 補 佐 兼 
保健予防係長 

柴 田 美保子 君 

健康づくり課 
国民保険係長 中 村   忍 君 

健康づくり課 
健康増進係長 横 山   昇 君 

企画調整課長 遠 藤 一 司 君 
企 画 調 整 
課 長 補 佐 兼 
地域振興係長 

梅 原   巧 君 

企 画 調 整 課 
管 財 係 長 岡 田 賢 一 君 水道課長補佐 

兼 管 理 係 長 前 田 浩 之 君 

水 道 課 
浄 水 場 係 長 山 村 泰 司 君 水 道 課 

業 務 係 長 土 屋 秀 明 君 

 

議会事務局 

議会事務局長 向 井 青 一 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（笠井政明君） ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。

よって、特別会計予算審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本委員会に付託されました議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算に

ついてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  まず、質疑の対象を歳入全般といたします。 

  なお、質問の際、予算書のページ番号を告げ、質問をするようにお願いいたします。 

  質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） 223ページですけれども、１款国民健康保険税のところで、国保の

関係で現年の世帯数と、そして人数はどれくらいか。それと、収納率はどれくらいを見込ん

でいるのか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） すみません、平成29年度の見込みの世帯数です

けれども、一般が2,722世帯、被保険者数が4,390人、退職が66世帯で77人で見込んでおりま

す。収納率につきましては、この現年一般分特別徴収につきましては100％、普通徴収につ

きましては90％、滞繰分につきましては30％、退職につきましては普通徴収が92％、滞納繰

越分が30％となっており、前年に比べて滞納繰越分を15％から30％というような形で変更し

ております。 

○１３番（定居利子君） 世帯数が2,722世帯、被保険者が4,390人ということで、今年度から

限度額が２万円、29年度からですか、アップされたという中で、この中で限度額２万円アッ

プの世帯数は何件ぐらいあるのか。 

  それと、今年度そういう値上がりとともに、滞納がおそらく見込みより増えていくんじゃ

なかろうかなと思うんですよ。大変経済がまだ疲弊している中で、こういう保険税全般的に、

介護のほうも上がっていくんですけれども、納める側としては大変この２万円というのも大

きいのではなかろうかなと思いますので、この点についてやはり町民に周知をしていかない

と、年々上がる中で、これどういうふうな例えばお考えになるのか。 

（「関連していいかな」の声あり） 
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○７番（飯田桂司君） 今、調べているようですので、ちょっとそれに１つ関連、同じところ

なんですけれども、予算説明の中でも国保の関係、税が増えている説明があり、この内容に

ついては滞納繰越分の増ということで説明があったわけですけれども、今の定居議員と一緒

の関連があろうかと思いますけれども、この滞納繰越分については見込み等があろうかと思

いますけれども、0.5％、238万円ぐらいの金額が増えている、保険税の関係で。今、定居議

員が同じように、やはりこの滞納繰り越しというやつが、大変やはりこれからしっかり収納

していくところが大きいんじゃないかと思いますので、その辺も一緒に説明をお願いしたい

と思います。 

○健康づくり課参事（村上則将君） すみません。限度超過の関係ですけれども、現在の今年

の状況でよろしいでしょうか。 

（「平年の見込みで」の声あり） 

○健康づくり課参事（村上則将君） よろしいですか。 

  今現在、１世帯当たりなんですけれども、平成29年度予算のほうで１世帯当たり６万

8,018円が特別徴収のほうなんですけれども、今年度のほうが、すみません、28年度の予算

の時点では１世帯当たり６万5,509円、2,500円ほど１世帯当たりの負担の増を見越しており

ます。今のは特別徴収のほうになります、天引きの年金からの。 

  普通徴収のほうなんですけれども、１世帯当たり11万6,664円が当初予算の金額で、今年

度ですけれども11万4,236円、やはり2,428円ほど１世帯当たりの負担が増というような予算

の中での試算の見積もりが……。これが医療のほうの金額になりますけれども。どうしまし

ょう、表をつくって提出のほうがよろしいですか。世帯当たりの比較は表にして、あと介護

分と後期の支援分と出てきますもので、それぞれまた分かれていきますので、表をちょっと

つくらせていただければと思います。 

  それから、滞納の増ということなんですが、今現在、徴収率を見ますと、27年度と比較し

まして、２月末現在なんですが、27年の現年分で85.18％でございましたが、今現在、同じ

２月末で86.54％、1.36％上がっているという状態です。滞繰分につきましては、27年度２

月末が18.29％、こちらが現在は29.90％ということで11.61％増となっておるということも

含めまして、来年29年度の滞納繰越分の予算は率を上げた形で30％、徴収率で見越している

んですけれども、滞納が増える現状でいくと滞納額が、徴収率も上がっているので、増えて

はいかないしという考えでいるんですけれども、また賀茂地方税滞納協議会のほうもまだ過

年度の活動をしておりますもので、この中での徴収というものもありますので、滞納自体は
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次年度に回るものは昨年よりは少なくなるかなと考えております。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 一般的な限度額の引き上げということで、対象となる方に

ついては既に限度額に達している方ということの中で、逆に返しますと、ここまでで打ち切

りですよというところ、その金額のみを今回29年度、上げさせていただいたということで、

限られた方に対しての影響かなというふうには思うんですけれども、１世帯当たりに割返し

ますと先ほどのような金額にはなります。ただ、その限られた方々にすると多少負担が結構

大きくなるのかなという気がしています。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 今年の状況での限度超過に該当する世帯数と人数ですけ

れども、医療分ですけれども、こちらでいきますと42世帯、154人ですね、世帯数で42世帯

の方に影響があるということになります。 

○１３番（定居利子君） なかなか徴収も大変だということで、よく徴収なんかに行かれたと

きに、滞納の方なんですけれども、そうすると現年度分を先にもらって、前年度は後にして

分割でというお話も聞くんですけれども、現年度率を上げるために現年度から先に納めてく

ださいというわけですが、よくされていると思うんですけれども、そうすると滞納のほうを

うまく払ってくれればいいんですけれども、それがなかなか払えなくて、国保も上がってい

く状態の中で、滞納の分は、じゃそのままにして、現年度現年度というと、なかなか国保も

大変だと思うんですけれども、そういう徴収の仕方、今後どういう形でされるのか。 

  あと資格証明と短期証明がありますよね。やはりこの滞納の方からそういう資格証明とか

短期証明が出ていると思うんですけれども、そういった方たちの徴収の仕方もなかなか、じ

ゃ少し１万円入金して、資格証明をもらったり、何をもらったりという形があるんですけれ

ども、そういった方たちがどんどんまた滞納になっていく可能性も今後あり得ると思うんで

すけれども、そういう今後の取り組みなんかはどうお考えですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 現在、窓口というか、滞納の方が来られて、と

りあえず話をさせてもらって、賀茂の協議会のほうにも入ってもらっているんですけれども、

話をさせてもらって、うまくじゃないんですけれども、現年も納めて、滞納の分の割り振り

をうまくやってもらって、できるだけ滞納繰り越しのほうも納めてもらって、できるだけ延

滞金がつかないような形でやってもらって、短期の方なんかは必ず窓口に来てもらって相談

で話をした金額を納めてもらって、短期保険証を渡すような形で今現在やっているんですけ

れども、それによって結局、窓口に来てもらって話をする機会を増やしているような状況を

つくって現在やっております。 
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○１３番（定居利子君） 今、窓口でお話を伺っているということで、やはり納税する方は、

例えばそういう、おくれているから、未納だからという、そういう話に行かないんですが、

結局人目につくというのをうんと嫌がるんですよ。ほかも全般のほうもそうなんですけれど

も、やはりそういうかけ合いの話を誰かに聞かれるというのを大変嫌がる。そういう点をう

んと十分注意して、極力、納税者が払いやすい方法でこの話をされたりとか、控室もありま

すけれども、そういったところを利用されたりとか、払いやすいような取り組みをされてい

ただければ、やっぱり収納率も上がっていくようになりますが、やはり対応が悪いと、やっ

ぱり町民は、対応が悪いから、いいや延ばしちゃってとか、そう考える方もいらっしゃるの

で、できるだけ納めやすいような体制を職員はとっていただくように、よろしくお願いしま

す。課長よろしくお願いします。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今の言われたように納税相談等、カウンター越しですとほ

かの人の往来もありますので、相談室等を利用しながら、話しやすい環境をつくりながら、

納税相談に努めたいと思います。 

○委員長（笠井政明君） ほかには大丈夫ですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） じゃ、質疑なしと認めます。 

  以上で歳入全般の質疑を終結いたします。 

  次に、質疑の対象を歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○８番（村木 脩君） この健康保険を町でやるのは今年で最後になるのか。 

（「29年まで」の声あり） 

○８番（村木 脩君） そうすると来年からはこういった問題は徴収なんかは、こっちに載せ

る。 

（「はい」の声あり） 

○８番（村木 脩君） こっちに載せる。すると、率なんかの設定は全部向こうでやる。見込

みとしてどうだろう、パイが大きくなって、その辺が納税者に対して負担になってくるのか、

少しは楽になってくるのか。でも、市の部分なんかは料でやっているところもあるのか、保

険税条例じゃなくて。料のほうが限度額なんかは高いわけだ。もっとそっちへ近づいていく

という可能性のほうがあるのかなという気がするんだけれども、納税者とすると逆に、広域

でやると不利な部分が見えてくるのか、不利と言ったらおかしいけれども、負担が大きくな
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るのか。その辺の設定はどうか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） それでは、平成30年度の４月から制度的に大きく切りか

わっていくので、そこも含めた中でちょっと話をさせていただければと思います。 

  30年度から静岡県が新たに保険者に加わって、静岡県と市町が一緒に国保を運営していく

という形になっていきます。まず、税率についてですけれども、税率につきましては国のほ

うがまずそれぞれの県の基本的な税率を出すんですけれども、静岡県のほうは各市町の人口

規模や年齢の関係、そういうものも全て含めた中で、各市町の標準税率を示します。それに

基づいて、実際、税率を決めるのは町なんです。最終的には、その標準税率に基づいて町の

ほうがその支払いが、納付金というものを県に払わなければならないんです、その納付金額

に見合うか見合わないかというものをちゃんと検討した中で、町独自で税率を標準どおりに

するか、上乗せするかというのは、最終的には町が決定し、やはり町の国保運営協議会で協

議していただいて、決定していくということになるもので、その絶対県が示したものにしな

ければならないというものではなく、最終的には町が決めていく。 

その額がどれくらいになるか、率がどれくらいになるかというものなんですけれども、今

現在、実際シミュレーションをしている段階で、県のほうが大体４月ごろ、そのシミュレー

ションをした結果を提示するという形になっておりまして、今の時点でその個人的な各世帯

の負担がどう上下するかというのが実際見えないというのが現実で、そのシミュレーション

の結果を見た中で、町とすれば、例えば今の税率の中で支払いができるかもしれないんです

けれども、その中の個々の世帯のこの上下というのは、ちょっとまだ見えないというのが現

実的です。 

  今、どちらにしましても30年度の予算の中では組み込まなければならないので、９月ごろ

までにはこの数字は確定していかなければならないんですが、大体今の予定では９月ごろに

もう一度２回目のシミュレーションが実施されまして、町としましては、平成30年度に保険

税率の改正が必要か必要ではないかというのは、この９月ごろにまず一度協議をしなければ

ならなくなってくるかと考えております。 

○８番（村木 脩君） そうして、これはあれかな、後期高齢者の医療なんかも白紙状態か。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 後期高齢者のほうにつきましては、もう現時点で静岡県

で一つになっている広域連合で運営をしておりますもので、そちらは変わらないです。国保

とは完全に切り離されていまして、それで後期高齢のほうは、もう県内全部を同一の料にな

っております、率になっておりますもので、そちらは全部一緒です。 



－7－ 

○８番（村木 脩君） 後期高齢も国保も、もともとは一つのものだったじゃない。それが分

かれて、向こうは県へ行くという。だから、今度、国保もそういう方式になっていくという

こと。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 国保もそういう県単位にはなっていくんですけれども、

一つだけ違うのは、その税は各町で率を決めろというところが。ただ、国費が多少、1,700

億円とか入ってきて、それによって各市町の税が抑えられればというのが一番、各市町が要

望をしていることですので、多少でも税率が抑えられればと考えております。 

○委員長（笠井政明君） ほかにございませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、243ページなんですけれども、人間ドック補助金なんで

すが、これは大体何名分を見込んでいるのかということと、あとその人間ドック、その対象

の何か条件というか、どういう人たちが対象となっているのか、あれば教えていただきたい

ことと、あとこの受診は特定健診の受診率に反映されるのかどうかを３点教えてください。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 平成29年度の人間ドックの助成の見込み人数な

んですけれども、百五、六十人を見込んでいます。人間ドックのこのくくりですけれども、

自己負担額から１万円を差し引いた額で、上限３万円という形で助成を行っております。大

体160人の見込みで、１人当たりを２万4,500円で見ております。 

  特定健診の対象というふうには含まれるような形になります。そのかわり、人間ドックを

受けた後に、検診の結果を提出してもらうような形で、この診断の方にはお願いをしており

ます。 

○３番（栗原京子君） 対象の条件とかってあるんですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 一応、国保の加入者で、未納のない……、一回

限りとなっています。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○委員長（笠井政明君） ほかにございませんか。 

（「委員長、すみません」の声あり） 

○健康づくり課参事（村上則将君） すみません、先ほどの村木議員からの質問にちょっと補

足をさせてください。税の賦課の仕方なんですけれども、今現在４方式で、固定資産割が入

っているんですけれども、今、最終的に資産割はなくして３方式でというのが、今、県の中

で統一での考え方になっています。ちょっと１年２年ぐらいは、猶予期間が設けられるかも

しれないんですが、一応資産割のほうはなくすという。限度額につきましては、国の基準に
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全て全県一律で準じてという形なので、先般ちょっと条例改正をさせていただいたあの金額

が今の国の基準額ということになっております。 

  以上です。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはございませんか。 

○１３番（定居利子君） すみません、235ページの保険給付費の高額療養費なんですけれど

も、前年度よりも増えている要因と、病名で高額的に課しているのはどのようなものなのか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） この高額につきましては、最近、薬剤で高額な

薬剤が出ておりまして、それを使う方が何名かいらっしゃる中で、高額な金額であるような

関係で、この形で増えている状況があります。 

  ついでに、病気なんですけれども、がんの人もありますし、特定疾病、人工透析とか、そ

ういう方もありますし、あと心疾患になりますね、そういう方が増えているような状況が見

られる…… 

○１３番（定居利子君） 最近、薬剤の高額なものがあるということで、今、どんどんいろん

な薬剤が開発されて、そういう保険がきかないのとか、そういうのとかといって報道等でさ

れていますけれども、これをどんどんこの高額な薬剤を使用されるがん患者とか、そういっ

た方が増えていっている。やはりこの高額療養費もどんどん増えていくんじゃなかろうかな

と、そういう恐れもあると思うんですよ。それを病院でやっちゃいけないというようなこと

を言えないので、そういう高額療養が増えてきた場合に、やはりその保険のほうの関係で高

くなるのではないんじゃなかろうかなと思うんですよ。 

  それで、ちょっと飛びますけれども、203ページ、特定健診、これをされていて、がんと

か、そういう例えば糖尿の予備軍ですよとか、そういうのが出てくると思うんですよ、結果

的に。そういう中から、こういう高額療養のほうに進んでいかれるという方も見えますか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 高額薬剤ですけれども、今、係長からの説明にも上がっ

ておりましたが、結構、新聞などもにぎわしているＣ型肝炎の治療薬のハーボニーとかソバ

ルディという名前の薬があるんですけれども、こちらは一番最初は、もう１錠８万円とかと

いう金額だったのが、こちらの薬は28年４月に薬価のほうが引き下げられまして約５万円に

はなっているんです。もう一個、今、出ているのが肺がんの治療薬でオプジーボという薬が

ありまして、こちらのほうがかなり高価な薬で、ちょっとこちらのほうは新聞でも出たよう

に保険適用にはなったんですけれども、余りにも高価で高額医療が伸びてしまうもので、国

のほうが薬価の引き下げを緊急的に行いまして、この29年２月から50％ということで特例的
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な対応という形で引き下げを行っているという形ですので、保険適用の薬ですので、もうこ

ちらは病院のほうで利用すれば、その分は伸びてきてしまうのはどうしようもできないとい

うことです。 

  一応こちらの科目のほうが保険給付費なんですけれども、負担金ということで一般のほう

には負担金になりますので、県のほうで高額医療費を各町が出し合って、国保連のほうがそ

れを全部持って各町へ、また治療がある方に振り分けていくというためのお金なので、うち

の町でいなくても、ほかの大きいところでそういう方がいれば、当然そこも伸びてくるとい

うものになってきますので、ちょっとここの部分はこの先も伸びる要素があるかという形に。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 保健予防係長です。 

  特定健診の結果で糖尿病の予備軍とか重症化をするような方については、重症化予防事業

ということで訪問や手紙での連絡で早目の受診を勧めるということを行っております。 

  先日、国保連合会の本部と協力をして、特定健診で要受診者になった方のフォローアップ

事業というのを本年度申し込みまして、その結果報告を受けたんですけれども、なかなか血

圧が高いとか動脈硬化の状況では自覚症状がないということで、受診をする方が低いという

現状の報告を受けましたので、今後は自覚症状がなくても今の病状は危険、要注意だという

ところを認識していただけるような指導の仕方を研究して、結果報告をしていこうというふ

うに提案も受けましたので、実施していきたいと思います。 

  実際、健診を受けた後に、そういった脳梗塞とか心筋梗塞とか、大きな高額な手術等につ

ながるような状況があるかどうかというのは、今のところちょっと認識をしていないところ

なんですけれども、重症化予防支援策については保健師のほうも実施していっておるところ

です。 

○１３番（定居利子君） 高額療養については、この薬剤が50％の引き下げがあるということ

で、今後のこれは一つの課題だと思うんですよ。先生は極力治してあげたい、いろんな実験

じゃないんですけれども、要するに合うような薬も頂戴しているんですけれども、ぐんぐん

高額な薬をされると、高額療養費もどんどん上がっていくというあれもありますので、これ

は一つ今後の課題だと思うんです。 

  特定健診からそういう重症的な病名が発表されないということで、以前に職場の健診でが

んが見つかったとか、手術をしたとか、そういった方たち、大変お金もかかったけれども、

保険から支払ってもらってありがたいよと言う方も何人もいらっしゃるので、やはりこうい

った特定健診にも力を入れて、極力病気を早く早期発見ということで、指導していただけれ
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ばありがたいなと思います。 

  以上です。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 高額薬剤費については、国のほうの指針でこれからも恐ら

くは、いろいろな薬が出てくる可能性が多くなると思います。今回みたいに特例で薬価を下

げていただいて対処、本当に逼迫した中でのお金の話になってきますので、財政的には非常

に厳しい部分もありますので、その辺は国も考えてはいただけるのかなというふうには思っ

ていますけれども。いずれにせよ患者の方が治るのが一番ということですから、そこは私ど

もも努力しながらやっていければというふうに思います。 

  それから、特定健診のほうにつきましては、先ほど柴田のほうからありましたけれども、

国保連合会のほうで初めて共同の指導というか、そういうものを事業で今年やってみまして、

自分たちの視線とちょっと外れたところの御意見もいろいろ伺えることができましたので、

その意見をもとに今後の保健指導に生かしていくように努力してまいります。 

  以上です。 

○委員長（笠井政明君） ほかはございませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第19号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第19号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算についてを採決いた

します。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに

決しました。 

  当委員会に付託されました議案に対し、委員会のまとめとして、要望事項や希望意見があ

りましたら、委員会の総意として委員長報告書に意見を付したいと思います。要望事項や希
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望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） なしと認めます。 

  引き続き後期高齢者医療特別会計のほうへ移りたいと思います。 

  本委員会に付託されました議案第20号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算

についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を歳入歳出全部といたします。 

  なお、質問の際、予算書のページ番号を告げ、質問するようにお願いいたします。 

  質疑ありませんか。 

○８番（村木 脩君） この保険料なんだけれども、特別徴収と普通徴収の徴収率はどっちが

どうなっているか。特別徴収のほうは当然90幾ついって、高いんだろうと思う。普通徴収の

ほうの徴収率は何％。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 保険料につきましては連合会の試算によるもの

で、構成率につきましては、特別徴収の保険料が61.1％になっておりまして、普通徴収保険

料のほうが38.9％という形になっています。 

○８番（村木 脩君） この普通徴収と特別徴収の、この特別徴収に課すというのと普通徴収

にしていくというのが、それぞれみんな年金なんかの差があるだろうから、その選択という

のは本人がするのか、こっちで特別徴収に強制的に入れちゃうのか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 特別徴収になる方につきましては、年金の金額

によって50％に届いていないと特別徴収のほうに。そして、年金が低いと引けないものです

から、普徴によって…… 

○８番（村木 脩君） 年金をどのぐらい納付、年金のうちの何％とかいう。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 介護保険料と後期が年金から特徴というよ

うな形になりまして、両方で合算して年金額の50％を超えないというものがございます。そ

れで、介護が優先になっておりますので、介護をまず特徴、強制ですけれども引かせてもら

って、残ったもので後期高齢者を精算するというような形になります。 

○８番（村木 脩君） 介護が強制ということは、これも強制なのかな。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 国保につきましては選択はできるんですけれど

も、後期につきましては選択はできない。 
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○８番（村木 脩君） この普通徴収の4,700万円というのは、これは何が……。特別徴収で

きない人がここへ残ったんですか。 

（何事か言う声あり） 

○８番（村木 脩君） 調べておいてください。 

（「すみません」の声あり） 

○健康づくり課参事（村上則将君） 当然、特別徴収ではない方が普通徴収になるわけですの

で、完全に特徴できなかった方が普通徴収のほうに回りますので。 

○８番（村木 脩君） 少なくていけないのか、多くていけないのか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 実質的には多分、年金自体が少なくて引けないという方

がこちらに残ってくることになるかと思いますので、この部分、かなり徴収も厳しくなる部

分なのかなとは思いますけれども、努力したいと。 

○８番（村木 脩君） こういう人も後期高齢者で高所得者というのはだんだん少なくなって

くるんだろうと思うんだけれども、将来的にこういうのもかなりの問題が出てくるのかなと

いう気がする。年寄りは多くなってくるけれども。今22年生まれが大体あそこがピークのと

ころに、要するに。そうすると、あと何年だ、５年ぐらいか。そこいらは割かしサラリーマ

ン上がりが多いから、何とか保険代はいくんだろう。逆に療養費のほうも増えてくる可能性

もあるし。その辺が見込みをしていると、先行きやっておいたほうがいいかな。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 俗に言われております2025年問題ということになろうか

と思いますけれども、当然75歳以上の高齢者、団塊の世代の皆さんが75歳になるということ

で、後期のほうの、税もそうですけれども、療養費のほうの負担がかなり出てくるのかと思

います。そこの部分の負担、結局、今の国の状況を見ていくと、社会保険と国民健康保険が、

そこの部分の後期高齢への負担金額というものが、また増加していくことになるのではない

かと。現役世代のほうが負担が多く出てくる。あとは今の流れがそうなってきている、お金

を持っている人から多く取るという流れが今もう出てきておりますので、そのような形でき

っと料率等の引き上げがなされてくるのかなと思いますけれども。特に75歳以上、2025年に

向けて、国も含めてですけれども、何か施策は考えていかなければと思います。 

○８番（村木 脩君） 全ての老人政策が、みんなその22年生まれをターゲットに、ここを乗

り切ればというような今、工作なので、その辺を町もある程度考えていないと、ついていか

ないよ。頑張ってください。退職していないか。 

○委員長（笠井政明君） ほかにございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第20号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第20号 平成29年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算についてを採決い

たします。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに

決しました。 

  当委員会に付託されました議案に対し、委員会のまとめとして、要望事項や希望意見があ

りましたら、委員会の総意として委員長報告書に意見を付したいと思います。要望事項や希

望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） なしと認めます。 

  では続けて、介護保険特別会計のほうへ移りたいと思います。 

  本委員会に付託されました議案第21号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計予算につい

てを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  なお、質疑の際、予算書のページ番号を告げ、質問するようにお願いいたします。 

  まず、質疑の対象を歳入全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○８番（村木 脩君） １号被保険者の特別徴収分ってあるじゃない。この特別徴収分、介護

が優先すると言ったんだけれども、特別徴収へ行かないこの人たちの3,200万円分というの

は、この人たちは無年金者ですか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 普通徴収分につきましては、65歳到達者が
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特別徴収に移るまでの間の方と、あと年金が18万円以下か無年金の方、あるいは例外的な事

例として、年金があったとしても、それを担保に借り入れをされている方は普通徴収に移っ

てしまいます。 

（「そうか」の声あり） 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） はい。以上の方々が普通徴収の対象者とな

ります。 

○８番（村木 脩君） ちょっと関連で、この65から75へ行くまでの間の人たちで、この辺の

滞納者は結構いるのか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） ちょっと人数のほうはデータを持っていな

いんですけれども、やはり無年金者の方は、ずっとそのまま普通徴収のままで大分移らない

方が多いですから、やはりそれなりの人数はいらっしゃいます。 

  すみません、ちょっとデータを持ち合わせていないので、対象者の人数は後ほどお答えさ

せていただきます。 

  一応、普通徴収のその現年の方の人数につきましては、756名となっております。滞繰の

人数がちょっとデータ、今、持っていないんですけれども、この現年の普通徴収の限度につ

きましては、一応、人数が今年度756名で…… 

（「結構いるんだな」の声あり） 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） はい。昨年度は982名ということで、226名

ほど下がっているんですけれども。 

（「死んだっていうことか」の声あり） 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） というか、団塊の世代の方が全て65歳を超

えたものですから、特別徴収に移られた方が増えたということで、普通徴収が減っているん

ではないかということ…… 

（「団塊の世代は70過ぎまで」の声あり） 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 68ぐらいまで。 

○委員長（笠井政明君） ほかにございませんか。 

○８番（村木 脩君） ２号というのは、どういう被保険者のことをいうのかな。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） ２号被保険者の方につきましては、40歳か

ら65歳までの方が対象になります。この方々につきましては、健康保険の中で保険料が組み

込まれておりまして、それが支払基金のところで割り振られて、２号被保険者の保険料分と
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して町に交付されるというような形になります。 

（「この間も何か老人保健みたいなのがあったよな」「前期高齢者」の

          声あり） 

○委員長（笠井政明君） ほかに歳入でございませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） では、質疑なしと認めます。 

  以上で歳入全般の質疑を終結いたします。 

  次に、質疑の対象を歳出全般といたします。 

  質疑はありませんか。 

○１３番（定居利子君） 270ページの介護認定審査会議の介護認定審査会費168万1,000円に

ついてですが、今、何名ぐらいの認定者がいるんですか。それと、認定に行かれてもなかな

かその認定を受けられないという方も結構、中にはあるんですけれども、家族が見ると、ち

ょっと認定をもらいたいなといっても、その認定士が行くと、いい振る舞いをするもので、

なかなかそれが受けられないから困っているという、そういう状況なんかはこの認定士とい

うのは把握ができるんでしょうか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 介護認定者の数につきましては、２月末現

在で740名ほどの方が認定を受けております。認定調査のほうにつきましては、やはり他人

の方が来ると、ふだんの様子とは違う部分を見せるというのは確かにあると思うんですけれ

ども、一応、基本的には国の示された87の調査項目を、例えば四肢が動かせるかなとかとい

うような体の関係から、物忘れはないかとか、あとは買い物はどうしているとか、食事は介

助されているのかどうか、自分で全部できるのかといったような調査項目を御本人と、あと

家族の方を同席していただいて調査を行っておりますので、その本人だけで全てをやるとい

うことではなくて、御家族もふだんの様子はどうですかということは一応確認して、それが

特記事項というものの中に、チェック以外でふだんはこういう様子であるとかというのを記

入するところがございますので、そちらに記入して、後、それを認定の審査会にかけるとい

うような形になっておりますので、一応その御家族の方から御様子は伺うというようなこと

にはなっております。 

○１３番（定居利子君） 先日も町民からのお話も伺ったんですけれども、やっと要介護１、

支援ですか、をいただいたということで、その１になれば２になったり、また介護１という、

進んでいくんですけれども、それまでの期間が大変長かったということで、家族ではうんと
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困っているんですけれども、なかなか他人の目から見るとそうは見えないということで。 

要支援１の方もやはり訪問をされるですよね、訪問介護で。それで動けないとか、買い物

もできないという方のお話も伺ったんですけれども、要支援１なんだけれども、自分でなか

なか自分の身の回りのこともできないし、買い物もできないし、という方が見回りに来ても

らえないのかなと、１カ月に１回ぐらいとか来てもらえないとか、そういう方たちもいらっ

しゃるので、そういう方たちは上がらないのかどうか、要支援じゃなくて介護度１ぐらいに

なるのかならないのかなと思って。時々そういう方をお見かけするんですけれども、買い物

も出られないから誰かに頼んでもらうとか、そういう方がいらっしゃるんですけれども。そ

ういう場合は、包括支援センターとかにそういうお願いをして、見回りをしてもらうという

形になるんですか。要支援１だから、なかなか来てもらえないんじゃ…… 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 訪問看護の場合は、全ての方に受けられる

ということではなくて、御家族の方がいらっしゃると訪問は受けられないとかというような

条件というのがありますので、人によってその辺は差があるかとは思います。 

  先ほどから言っています、どうしてもその調査項目とか、それでコンピューターで判定し

て介護度というのは出して、それが妥当かどうかを審査会の委員の方に判定してもらって、

２次判定というような形になって、介護度が出るというような形になるものですから、調査

項目の中で、やっぱり点数的に重くなるところと軽くなるところというのは当然出てきまし

て、それによっての判定なものですから、一律、全ての方がその希望どおりというか、なか

なかその辺はできない部分じゃないかなというふうには思います。 

○１３番（定居利子君） まず、今、認定を受けるのに大変厳しいよというお話もうかがって

いるので、年々とそういう形になっていくだろうと思うんですけれども、その方もひとり暮

らしで身寄りも何もないという人なんですけれども。そういう今もう、ひとり暮らしの方が

どんどん増えていきますので、それでお家の中で一人で孤立しているとか、介護を受けられ

ないんだという人も中にはいますので、そういう点もこの審査会の審査する方たちにも、そ

ういう項目だけじゃなくて、いろいろな面で判断をしていただければなと思うんですよね、

難しいところですけれども。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 一応審査につきましては、全国どこで受け

ても同じ判定が出るというのが基本になっておりまして、その中には、年齢が高齢だからだ

とか、病気だからというようなことを理由に介護度を上げるとかということはなかなか難し

い部分があります。今おっしゃられたような方がいらっしゃるということであれば、まず包
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括支援センターのほうに御相談いただいて、介護でできる部分とそれ以外の福祉サービスで

できる部分というのも当然ございますので、その辺を相談いただければ、なるべくつなげて

いきたいなというふうには思います。 

○委員長（笠井政明君） ほかにございませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、286ページの介護予防生活支援サービス事業費というこ

とで、これは介護認定のない方のサービスも含まれているものでしょうか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） こちらのほうは29年度から新しく始まった

事業になります。国の制度改正に伴いまして、今までの介護予防で訪問介護と通所介護を介

護給付の中でやっていたものが、町の地域支援事業、この地域支援事業の介護予防生活支援

サービス総合事業というほうに移行しまして、町で基準を定めて実施するというような形に

なりました。 

これについては、今までの要支援１、２の方で訪問と通所介護を使っている方と、あと窓

口に来られてチェックリストというものをすることになりまして、そのチェックリストで対

象になった方が認定を受けることなく、その訪問と通所についてサービスを利用することが

できるというふうになったものになっておりまして、一応予算といたしましては、給付から

総合事業に移ったものですから、昨年度の見込みを大体半分ぐらいが、認定が切れて総合事

業に移るというような形になりますので、４月１日でいきなりみんながみんな移るわけじゃ

ないものですから、順次移っていくというような形になるもので、給付で使っていた訪問介

護と通所介護の見込みの半分ぐらいを予算として計上させていただいたところです。 

  以上です。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 補足なんですけれども、ただいま補佐が説明したように

新しく事業を行っているのが285ページ、286ページの、こちらが訪問型、通所型のサービス

のフォームが出てきますが、予算書のほう275ページ、276ページのほうの下の段、保険給付

費の介護予防サービス等諸費、こちらのほうの介護予防サービスの給付費、こちらの中で現

行の介護予防の訪問介護と通所介護のほうは、こちらのほうで予算が計上されております。 

○委員長（笠井政明君） ほかはございませんか。 

○８番（村木 脩君） この予算書を見ると、最近は予防から在宅へというような傾向が見ら

れるんだけれども、やっぱり施設的にはもう満員なのかな、ホームは。そこで赤字のところ

なんかも出ているのか。将来的に施設がみんな維持できるのかどうか、ちょっと心配なんだ

けれども、雨後のタケノコみたいにぽこぽこできて。そういった中で、今、予防だとかとい
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う在宅のほうへシフトしていくと、地域のそういう買い物とか。そうなっていくと、その辺

のバランスというのは。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 村木議員のおっしゃるとおりに国の制度は、

地域包括ケアシステムの構築といって、なるべく住みなれた地域で最期までというのをうた

い文句にずっとやっておりますので、あくまで方向としては医療も介護も在宅で。そのため

に在宅で過ごせるようにということで、医療と介護の連携を強化するだとかということを、

あとは生活支援、要は介護保険とかで給付では賄えないような、先ほどおっしゃられたちょ

っとした買い物の支援であったりとか、あとは移動の支援とかというのを市町の事業として

実施していきなさいというのが国のトレンドになっております。 

  一方、うちの町の施設の状況につきましては、特別養護老人ホームにつきましては湯ケ岡

の郷さんというところがございまして、そこが定員が50人になっておりまして、現在満床と

なっております。近辺でいきますと直近では、伊東の一碧湖のところに伊豆の瞳さんという

ところもできたりとか、天城のほうに天城の杜という特養もできたんですけれども、思った

ほどそちらのほうの施設には東伊豆から入所されている方というのは人数的には少ないです。 

  給付で見ても特養に関していえば、28年と27年では横ばいというふうに、人数で今のとこ

ろ見ておりまして、ここ一、二年ではちょっと施設系の給付はそんなには伸びていないとい

う現状があります。 

（「民間の施設はどうなのか」の声あり） 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） それで、あと在宅系と言われる、要はデイ

サービスであったり、訪問看護とかというのもあるんですけれども、町内には11カ所ほどデ

イサービスなんかの施設もございますけれども、そんなにいっぱいになっていないというの

が現状です。認定は受けているけれども、余り利用しないという方も中にはいらっしゃって

…… 

（「行きたくないという人もいるでしょう」の声あり） 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） はい。 

男の人なんかは、デイになんか行きたくないよとかと言う人も中には、そんなところは嫌

だよと言う人も結構いらっしゃるものですから。なもので、そういう居宅系の施設もそれほ

ど入れなくて困っているという、入れなくてというか利用できなくて困っているというのは、

まだ話は聞いていないです。 

  今後の見通しなんですけれども、先ほどから2025年問題というふうに言われていますけれ



－19－ 

ども、今現在、東伊豆の高齢化率というのは40％を超えていまして、全国平均が25％ぐらい、

たしか言われているものですから、既にもう2025年に都会が到達するであろう状態が東伊豆

ではもう既に起こっているということになります。 

高齢者の人口は、あと五、六年は伸びますけれども、そこからはもう下り坂になっていき

ます。要は人口はどんどん減っていくんだけれども、お年寄りが増えていくという、高齢化

率は増えていくというようなことになるもので、余りその施設系のサービスを今つくってし

まって、ここ五、六年、何年かはいいかもしれないのですけれども、その後は厳しいかなと

いうふうな見込みはしています。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはございませんか。 

○３番（栗原京子君） すみません、290ページの成年後見町長申し立て審査請求についてな

んですけれども、これは成年後見申し立てを何件ぐらい見込んでるのでしょうか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 成年後見の申し立て審査費用につきまして

は、新規の申し立て件数を３名ほど、それから後見人の報酬といたしまして毎月のそのかか

った方に報酬、かかるのがあるんですけれども、それを８名ほど見込んでおります。申し立

て費用につきましては、１人８万円で３人分。後見人の報酬というのは、当然そのかかった

内容によってばらつきはあるんですけれども、一応年間で13万円を見込んでおりまして、そ

れを８名分ということで、合計で128万円ほどを見込んでおります。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） この成年後見人なんですけれども、これから必要になってくる、増え

てくるというふうにはお考えでしょうか。自治体によっては、結構、市民後見人を講座を開

いて増やしたりとかというところもあるんですけれども。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 当然うちの町は独居高齢者で身寄りのない

方というのが非常に多くなっております。そんな方で、経済的に苦しい方がこの成年後見の

町長申し立てというのをするような形になりますので、件数的には、一気に急増するもので

はないと思いますけれども、増えていくことは見込んでおります。 

  それで、市民後見人の育成については、今、１市５町による広域で育成という事業をやる

ことになっておりまして、４月からは社協さんに委託して下田でその事業を実施するという

ようなことで、市民後見人の育成もやっていくと。要は、重たい、難しい方については弁護

士さんであったり司法書士さんが受け持って、内容の軽いものはその市民後見人さんが請け

負っていくというような形でやっていかないと、弁護士さんとかが非常に今いっぱいいっぱ
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い、手いっぱいでちょっとほかは持ち切れないよというような話もあるということなもので

すから、少しずつそうやって育成の事業もやっていくというような形で今、動いているとこ

ろです。 

○健康づくり課参事（村上則将君） すみません、今の追加ですけれども、その育成の関係と

市民後見の関係の事業を社会福祉協議会が１市５町で、下田で行われている広域連携会議の

中で協議がなされた内容なんですけれども、１市５町の社会福祉協議会が協定を結んで、育

成と後見のほうを進めていくという形になっておりまして、もう来年29年４月からは社会福

祉協議会、東伊豆町は東伊豆町の社会福祉協議会に委託をする、その委託を受けている社協

同士が連携をとって事務事業を行っていくという形になっているんですけれども、申しわけ

ありません、29年度の予算の中では、介護特会ではなくて、福祉課のほうの福祉係のほうの

予算の中に盛り込まれております。委託料としてそちらのほうで盛り込まれております。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） すみません、市民後見人の養成講座という形になると思うんですけれ

ども、それとともに、また任意後見人のほうもそういうシステムがあるよというのを町民の

方、知らない方が多いと思うので、そこら辺も啓蒙というか、していくことも重要ではない

かなというふうに思います。お元気なうちに、いろいろそこら辺の将来のことをしっかりと

計画というのかな、心配のないように整えておきたいという方もいらっしゃると思うので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○健康づくり課参事（村上則将君） この後見の関係、また啓蒙させていただければと思いま

す。 

○委員長（笠井政明君） ほかに質疑はありませんか。 

○７番（飯田桂司君） 私からは、大綱質疑の関係であったちょっとあれですけれども、再度

４点ほど出た件については再度記録として残していきたいもので、再度また詳しくちょっと

あれしてみてください。いいです。もう私は記録をとってあるからいいですけれども、再度

また報告で載せていってください。必ず質問している部分で。答弁はいいです。 

（「いいですか」の声あり） 

○７番（飯田桂司君） いいです。 

○委員長（笠井政明君） まとめだけお願いします。 

  ほかにございませんか。 

（発言する人なし） 
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○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第21号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第21号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計予算についてを採決いたしま

す。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに

決しました。 

  当委員会に付託されました議案に対して、委員会のまとめとして、要望事項や希望意見が

ありましたら、委員会の総意として委員長報告書に意見を付したいと思います。要望事項や

希望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） なしと認めます。 

  以上で健康づくり課関係予算を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５１分 

 

再開 午前１１時０３分 

 

○委員長（笠井政明君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  本委員会に付託されました議案第24号 平成29年度東伊豆町水道事業会計予算についてを

議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の全般といたします。 
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  質疑ありませんか。 

○８番（村木 脩君） 最初に主な事業のアセットマネジメントというのは何ですか。 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） アセットマネジメントといいますのは、資産管理

をこれから計画的に進めていこうということで、今まで決算、あと資本的支出の工事を全部、

今までのやっているのを見て、これから将来、工事を多くやった年がありますが、そうする

と耐用年数を40年とすると、そのときにまとまって更新しなければならないとかになるので、

その辺をこれからの料金などの資産を料金収入に合わせて、資産を管理していこうという計

画です。 

（「長期計画」の声あり） 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） はい。 

○８番（村木 脩君） この営業収益が減っているじゃない、毎年毎年。昨年に比べて今年も

少し減っていないか、営業収益。 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 営業収益の収益的収入のほうですが、事業収益で４億

6,090万3,000円で、前年から1,412万7,000円の減少をしています。給水収益のほうも29年度

は４億1,600万円と予定しておりまして、前年から1,200万円ほど減少しています。主な原因

は旅館等大口使用者の給水量、また給水件数のほうも前年から大幅に減っていまして、それ

が大きな影響になっております。 

○８番（村木 脩君） 旅館というのはどこだろう。今度、大東館の後の旅館がやや伸びれば、

少しは伸びる可能性あるか。 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 大東館とか営業していただければ、大分うちのほうとして

も給水量が増えて助かるんですけれども、今、営業している方でかなり節水をして行ってい

ますので、通常の経営の中で毎年毎年減収しているのが現状ですので、そういう経営努力で

すか、それが影響していると思います。 

○８番（村木 脩君） 水道の場合、経営努力をしても限界があるよな。今こう、全体的に人

口が減っていくわけだし、縮小気味だから、その将来展望をこの何とかマネジメントできち

んとやっていかないと、将来的にも人的にも水道課もいっぱいじゃない、もうこれ以上人間

は増やせない、減らせないという状況になって、だから、この将来性というのをどういうふ

うに考えていくのか、この辺が将来的な水道の一番の問題のところなんだよな。熱川なんか

予算もみんなとってるし、うちの水道を使わないとか、いろんな問題があるんだけれども、

ましてプールなんかも今どこもやっていないしな、学校のプールだって使っていないし。だ
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から、増えていく要素がないんだよな、水の。売り上げを延ばす要素というか。その辺がや

っぱり今後の課題かなと。カンコでも再開する、どこかを買い取ればいいけれども、大東館

のほうはかえって先が見えるだろうと、そういう中で営業していくというのは、水道課にと

ってすごい厳しいなという気がするんだよ。その辺について見通しはどう、課長じゃなくて

悪いけれども。 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） 先ほど申しましたアセットマネジメントを来年度

やりまして、翌年度新しい水道ビジョン等、経営戦略、それをやる予定です。それである程

度基本的な、大まかでなく、具体的な計画を立てまして、料金収入とかもあわせまして、そ

れで計画をある程度具体的に立てないと、今後、人がかわったときに困りますもので、そう

いう計画でいます。 

○委員長（笠井政明君） ほかにございますか。 

○７番（飯田桂司君） 私からは大変気になる５ページのほうに資本的支出の関係で、去年も

衛生に400万円ほど配水の関係で、ことしは4,800万円ということで載っておりますけれども、

今後の予定として、どのようなことになっていくのかなということですけれども、わかれば

場所とか、あるいはどのぐらいの水量を供給しておるのか、わかりましたら教えてください。 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） 資本的支出の建設改良費の配水及び給水施設整備

費ということで、29年度は熱川系の遠方監視装置改良工事、あと細野配水池改良工事、あと

横々坂配水管布設がえ及び細野沈砂池改良工事、白田浜配水管布設がえ工事、湯ケ岡山田水

路改良工事に伴う配水管布設がえ工事、北川第１調整池水位調整弁取りかえ工事を行う予定

です。 

○７番（飯田桂司君） 今は改良ということであったわけですけれども、まだまだちょっと稲

取地区、水量が足りないかなということで思うわけですけれども。というのは、体育館の上

の井戸をこの間確認して見てきたですけれども、出たですけれども、まだ稲取地区を掘る予

定があるのか、井戸として、このお金には入っていないのかなということで思うわけだけれ

ども、稲取地区として掘削をするところがあるのかなということを確認したい。 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） 今後、井戸を掘るかどうかについては、またこの

29年度、30年度でアセットマネジメント水道ビジョン、その辺でまた細かいところは決めて

いったほうがいいと思うので。あと、今３本３号井戸、昨年度掘った井戸、今年度掘った井

戸、みんな場所が近いものですから、１回同時に揚水試験をやったほうがいいんじゃないか

という考えがありまして、同時にやらないと、どれだけ水位が下がるかもわからないもので
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すから、その辺をやったほうがいいのではないかと思っています。 

○７番（飯田桂司君） 今のところはまだ白田の水が行っているから……、発電所の横のあれ

から行っているから間に合っておると思うんだけれども、今後はまだまだ稲取のもう１本、

あるいは倍にはなるのか１本になるのかわからないけれども、井戸掘削をしてくる予定があ

ろうかと思うけれども、お金の絡むことだからなかなか簡単にね。予定としてはあるわけだ

ね、今後その井戸を掘削していく、改良工事とは別に。 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） その辺をまたこれから決めなければならないんで

すけれども、１回揚水試験をとにかくやってみたいというのは、３本同時に揚げてみないと、

どれだけ水量が揚がるか、その辺がちょっと怖いものですから、１回それをやってから決め

てもいいんではないかと思っているんですが。 

○７番（飯田桂司君） はい、わかりました。よろしくお願いします。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはございませんか。 

○８番（村木 脩君） 借金というか起業債というのは、あと幾らぐらい金額が残っているの。 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 起業債につきましては、平成28年度末で元金が10億1,204

万1,427円残っております。29年度の償還が終わったときの29年度末の元金の残高は９億

2,208万4,672円となっております。 

（「それが29年度」の声あり） 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 末です。 

（「末」「最終年度は、今の」の声あり） 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 最終年度ですか。その最終年度は平成42年度…… 

  申しわけありません、訂正させてください。41年度。 

○８番（村木 脩君） この償還は、見通しは11年度、ハツカン。 

（「大丈夫」の声あり） 

○水道課業務係長（土屋秀明君） はい。 

今のままの状態ですと、毎年10億1,000万円、利息等を含めまして10億2,300万円ずつ償還

しておりますけれども、現在のままですと、償還できる予定よりも早く。 

○８番（村木 脩君） 未払い金が1,300万円ぐらいあるんだけれども、これは……。９ペー

ジ。これは28年度末…… 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 1,300万円…… 

○８番（村木 脩君） うん。 
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○水道課業務係長（土屋秀明君） この未払い金につきましては、28年度末の料金収入の未収

金という形になりますので、これにつきましては例年より毎年減少している傾向であります

ので、今のところ、また来年は、29年度これからまた減少すると思われております。 

○８番（村木 脩君） じゃ、それは見通しがついたからいいと…… 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 今、未払い金というのは、過去に倒産しましたホテル等の

未収分が多いものですから、それが今、精算がつき始めておりますので、だんだんこの金額

というのは減少する方向に行くと思われます。 

○委員長（笠井政明君） ほかはございませんか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１９分 

 

再開 午前１１時２２分 

 

○委員長（笠井政明君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

○８番（村木 脩君） 18ページの建設改良費で取水施設の関係工事費等で5,200万円上がっ

ている。これは浄水場かな。 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） この原水及び浄水費施設整備費のことで、取水施

設関係工事費等というのは、来年度、熊口第１水源取水施設改良工事、２つ目が３号井戸取

水水中ポンプ取りかえ工事、白田浄水場汚泥ポンプ№２取りかえ工事、取水場除塵機改良工

事、白田浄水場３号遮水弁取りかえ工事、この５つです。 

○８番（村木 脩君） もう大分浄水場も古いんだけれども、そのほうでこれから大口の金が

出る工事というのは何かあるのかな、これを見ると。機械も古いし、沈殿槽なんかも古くて、

ひびを塞いだりしているけれども。今後の見通しを。 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） 見てのとおり、もうかなり古いもので、その辺を

また今後の計画で決めていかないと、どこまでやっていいものか、この辺が一番難しいとこ

ろではないかと思うんです。その辺をまた、だから水道ビジョンとかで具体的に決めていか

ないといけないと思っています。 

○８番（村木 脩君） それと今のところで、配水関係のほうの工事費で4,800万円あるけれ
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ども、これは町の中いろいろ…… 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） 先ほど飯田議員のときも言いましたですけれども、

町の中の配水管の布設がえは余りないんですけれども、具体的に工事名を言ったほうがいい

ですか、一回。 

○８番（村木 脩君） 何カ所ぐらいの工事を予定して…… 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） ６カ所工事をやりますけれども、配水管の布設が

えが、予定しているのは２カ所です。湯ケ岡の山田水路改良工事に伴う配水管の布設がえと、

あと白田浜の水路内にある管がもう腐っちゃっているもので、それを布設がえする工事。配

水管の工事も２カ所。あと細野配水池をちょっと改良します。今、横々坂配水池で滅菌して

いるんですけれども、その機械がもう30年たっちゃって、もう部品がないもので、今度、細

野配水池で滅菌すれば、そこから下も滅菌していない水が解消されるもので、それをやりま

す。大体こんなところです。 

○８番（村木 脩君） はい。 

○委員長（笠井政明君） ほかはよろしいですか。 

○７番（飯田桂司君） 一つ、ちょっと予算説明の中でもあったけれども、やはりこの収益と

して給水、それから簡易水道と、収益が２つある中で、この簡易水道がちょっと若干増えて

おるわけですけれども、金額的に100ちょっと20万円ぐらいかな、そういうその根拠、理由

というか、それはどういうところにあるのか。給水収益のほうは減っておるのに、簡易水道

は増えておると、その理由をちょっとお聞きしたい。 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 簡易水道につきましては、大川の大口の別荘地が40％以上

ウエートを占めておりますので、今のそこの収益が上がっているということで増えておりま

す。 

○７番（飯田桂司君） それはありがたいなと思うんですけれども、それから、磯辺というん

ですか、トンネルのところの白田浜の簡易水道、もとは白田浜の水道であるんですけれども、

大変いい水でオーバーしているんですけれども、あれは何世帯ぐらいあるのかね。白田浜の

世帯数、大体でいいですけれども、まだ給水する可能性がある水じゃないかと思うんだけれ

ども、それがようやく契約として白田浜だけだよということになっておるのか、ほかに持っ

ていかないということになっているのか。できれば片瀬、あるいはそちら辺にいくあれはな

いかと。それのちょっと計画と、それから大体何世帯ぐらい、白田浜。 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） はっきりした世帯はちょっとわからないんですけ
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れども、多分100世帯いっているかとか、その辺だと思うんですけれども、それで今あそこ

の湧き水なんですけれども、結構雨量に左右されるところがありまして、今の量ですと、１

時間30トンぐらい入るんですけれども。あと、これからそれ以上給水区域を広げるには、配

水池がそんなに、白田浜のお寺の上に配水池があるんですけれども、あそこの配水池が100

トンは多分ないと思うんですよ、そういった関係でそんなに片瀬まではちょっと無理だと思

います。白田の浜の線路の下を広げるとか、その辺ならいけると思うんですけれども、片瀬

まではちょっと難しいと思います。 

○７番（飯田桂司君） はい、了解。 

○委員長（笠井政明君） ほかは大丈夫ですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第24号 平成29年度東伊豆町水道事業会計予算についてを採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに

決しました。 

  当委員会に付託されました議案に対し、委員会のまとめとして、要望事項や御意見があり

ましたら、委員会の総意として委員長報告書に意見を付したいと思います。要望事項、希望

意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） なしと認めます。 

  これで水道事業会計を終わりにします。 

  暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１１時３０分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（笠井政明君） では、休憩を閉じ、再開します。 

  本委員会に付託されました議案第22号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算につ

いてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を歳入歳出全部といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１３番（定居利子君） では、304ページの歳入について、テングサをとる方も昨年亡くな

って、配分金も恐らく数年後にはなくなるんじゃなかろうかなと思うんですけれども、今回、

配分金９万7,000円載っているんですけれども、そういう中で、地域おこし協力隊を町長の

提案で１年か２年そういう公募をして、それでテングサとりのほうをやっていただくという

お話はあるんですけれども、その担当課として、そういう公募等、来年でなさって、そうい

う養成を、教育ですか、そういうテングサをとる方向へ向けて募集をされるのかどうか、そ

の点。 

○企画調整課長（遠藤一司君） テングサ事業の配分金につきましては、26、27、28年の実績

の３カ年平均で一応算出しておりますけれども、御指摘のとおり昨年の８月に唯一の方が亡

くなったということで、当面その後継者を探していかなければならないわけなんですけれど

も、とりあえずは予算はこういう形で上げさせていただきましたけれども、途中で補正をし

なければならないかもしれないとは思っております。 

  地域おこし協力隊の関係なんですけれども、先日、面接を行いまして、１名採用がほぼ決

定であります。ほぼというのは、健康診断書をちょっと今出すようにということでお願いし

てありますので、それを持ってこちらに来て、関係者と話をした中で正式な決定をしようと

思っていますけれども、海女さんといいましても男性の方になりまして、ダイビングのほう

と漁協と協力して、ダイビングのほうでそういう技術を磨きながら、漁協のほうに行って、

今、漁期じゃないものですから、雑草取りであるとか、そういうところから始めて、だんだ

ん技術を覚えていく予定ではおります。 

ただ、漁協の話によりますと、今までは面潜で上から空気を送って、足を地につけてとっ
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ていたんですけれども、ダイビングになりますと、やはりこういうふうな浮遊している状況

でとるようになると、やはり同じようにはいかないだろうということで、若干漁獲高に影響

が出てくるんじゃないかというような話は聞いております。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） １名決定ということで、いい方向に向いていると思うんですけれど

も、これについてはまた漁協等のいろいろな問題があると思うんですよ。そういう点をよく

話し合ってやらないと、３年間ですか、この地域おこし協力隊は、その中で実績をつけて、

潜れるように、テングサをとれるようになればいいですけれども、やっぱり漁協の幹事組合

とか、また漁協のそういう権利を持っている方たちとのいろいろ兼ね合いも出てくると思う

んですよ。そういう点はどういうお話し合いをなさっているんですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 確かに御指摘のとおり、漁業権を持っていない人が自分でそ

ういうものを採取するということはできないものですから、当面は船主に漁業権を持ってい

る方がいらっしゃるところで、そこの雇われといいますか、そこで人足といいますか、そこ

に所属して潜って採取するという形になっております。最長３年間がありますので、その間

でいろいろ経験を積んで、漁師の皆さんに認められるようになれば、会員として、組合員と

して認めてもらって、自分が事業主としてテングサをやることもできますし、本人もそれを

望んでいるようなことを面接で言っていました。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

○１３番（定居利子君） 期待をしておりますので、またいろいろな面で指導してあげていた

だきたいなと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 御協力をお願いいたします。 

○７番（飯田桂司君） 今、課長から説明があって、協力隊、これからそういうことでしてい

くんですけれども、海の中の、私らも海へ入りますけれども、海のテングサ等を含めて、そ

の状況はどうですか、そのテングサのとれる。要は、したとして、これからテングサがつく

状況にあるのか、人が来たとしても、それだけ仕事として成り立つのか、その点はいかがで

すか、海の中の。 

○企画調整課管材係長（岡田賢一君） 前年から雑草刈り等を漁協さんのほうで行っていまし

て、雑草を刈ることによってテングサが増えてくるということで報告は受けております。テ

ングサの量に関しましても、特段減ったということは聞いておりませんので、もちろん先ほ

ど課長が言いましたように面潜でとるよりも、やはりダイバーの方がとると、効率が悪くて
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量がとれないという問題も出てくるということは聞いておりますけれども、その分ダイバー

には頑張ってもらって、例年と変わらない量をとっていきたいということでお話は聞いてお

ります。 

○７番（飯田桂司君） 今そういうことで、昔ですと海女さんじゃないですけれども、島から

来たり、それから三重県のあっちのほうから来たりして、ここへ住んで、もう大分お年の方

たちがいて、大分あれしたところがあろうかと思うんだけれども、そういう中で、やはりそ

の草が、中に入ってみないとわからないんだけれども、北海道のコンブじゃないけれども、

やはり海をきれいにしないとそういうものもつかないよと、テングサもつかないよと。 

先週もちょっと海へ行ってきたですけれども、やはり海が大変こう汚れているじゃないで

すけれども、海藻が、ショウカンとかそういうものがつかない、ついていない、貝はまだち

ょっとあれですけれども、ちょっと行ってきたですけれども、やはりどうも海の状況が余り

よくないなと。気温の関係も。その方に期待をして、ぜひ１人でも、２人でも、入ってくる

ような状況になればいいんじゃないかと思います。お願いします。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 去年の実績が、８月で亡くなられて、それで10月末までは漁

期だったんですけれども、ほぼおととしと同じぐらいの量はありましたので、そういう点で

は掃除もし始めましたし、需要もあるわけですから、そこら辺は大丈夫かなという気がしま

すけれども、去年はあれでしたか、台風は余りなかったんでしたか、それで水がよどんでい

るというようなこともちょっと聞いたことがありますので、そういう自然の影響もあります

けれども、今年並みの漁獲高はとりあえず確保していきたいなと思っております。 

○７番（飯田桂司君） はい、以上です。 

○委員長（笠井政明君） そのほかございませんか。 

○１１番（森田禮治君） この山の財産とかどうだや。 

（何事か言う声あり） 

○１１番（森田禮治君） これ、財産区のほうでどっちになるかわからない。100万円ぐらい

の金で、これ置かなければならないのか。こういう昔こういうふうにしたこととか、昔思い

出があるという村へね、結局城東の人じゃよくわからないんだよ、この財産区に対してな。

稲取の人は委員にもなったりなんかしているからいろいろ、城東の人は一切この財産区には

関係ないから、どういう…… 

○８番（村木 脩君） これ自治法上の財産区だから。 

（「そうなんですよね」の声あり） 
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○８番（村木 脩君） 山のほうは財産区じゃねえだから、単なる財産委員会で財産を守って

いるだけで、これは自治法で決められた財産区だからきちんとして、本当は選挙もやらなけ

ればならないんだよな、親方決めるのに。 

○１１番（森田禮治君） 同じでねえの、海と山と。 

○８番（村木 脩君） 違う違う。全然別個のものだ。 

○１１番（森田禮治君） しようがないな。 

○委員長（笠井政明君） いいですか。 

○１１番（森田禮治君） なくなるわけにいかないだ、これは。 

（「いかないことはないと思うが」の声あり） 

○１１番（森田禮治君） 100万ぐらいのものだもの、どんどんやって…… 

（「河津は財産区が多いんだよな」の声あり） 

○１１番（森田禮治君） これはむしろなくなるとなると、漁協へ渡すような形になるみたい。

難しいことはよくわからない…… 

○８番（村木 脩君） 確かにあそこは、面潜でなければ、面潜のほうが取りやすいだけれど

も、潮が早いじゃない、あそこ。だから割かし草が生えるんだよ。ただ、おっかないのが沼

津川の排水がだんだん入ってきているからさ。やっぱり真水が入ったほうがちょっとはいい

だよな。でも、洗濯の水だとか、ああいうものが沼津川から入っているから、その辺が一番

心配ということになる。だから、どっちにしても、ボンベをしょってとると収穫量は落ちて

くると思うよ。潜ったってとりにくいじゃな、ここ。自分たちで潜ってもな、流されるから。 

  それであれかな、栗田さんの下に入るのか、この人。 

○企画調整課長（遠藤一司君） それはまだ決まってはいないです。 

○８番（村木 脩君） １回、何か潜っていたじゃない。 

○企画調整課長（遠藤一司君） はい。 

  今の草刈りのほうは、精さんが船に乗せて行っていたりとかしているんですよ。ダイビン

グでやっているのは、松崎が今やっているらしいです。ですから、そっちのほうにちょっと

研修に行ったりとかということもあろうかと思います。 

○８番（村木 脩君） 精さんの船に乗せていってもらって、草刈りをやって、そういう経費

は出してやらないの。 

○企画調整課管材係長（岡田賢一君） 県と国のほうから補助金が出ているということで報告

は受けております。 
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（「一般会計のほうから」「国と県の一般会計」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） いいですか。 

○８番（村木 脩君） はい。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはもうないですか。 

○１１番（森田禮治君） この稲取のテングサはすごい評判いいんだけれども、何とか復活さ

せて、いまちょっととる人を募集してやるとか、それ町が財産区を管理しているという、そ

ういうことはいいじゃないかと思うんだよ。漁協だとか割とうるさいことを言って入れない

んだよ。だから、町が管理しているときにそれをやらないと、うまくやれないのではないか

と思う。 

これ、俺、東京でたまたま虎屋の専務と行き会ったら、今じゃ稲取のテングサが来ないか

ら、よそのでやるから、ようかんの質も落ちたよということを言っているだからな。やっぱ

り稲取のあれは、みんな虎屋が全部回収していたらしいな、最盛期に。そういうこともある

から、やっぱりそういうことを今ちっと何とか、１そうだ２そうだなんて言ってないで、募

集してやっていったらいいんじゃないかなと思うんだけれども、これ漁協に持っていったら

うるさいこと言って、だめだよ、できないよ、まず。できるようにしむけるから。 

（「休憩してもらっていいですか」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１４分 

 

再開 午後 １時２１分 

 

○委員長（笠井政明君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  その他、何かありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第22号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算についてを採決いたし

ます。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに

決しました。 

  当委員会に付託されました議案に対し、委員会のまとめとして、要望事項や希望意見があ

りましたら、委員会の総意として委員長報告書に意見を付したいと思います。要望事項や希

望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） なしと認めます。 

  続きまして、風力発電事業特別会計のほうへ移りたいと思います。 

  本委員会に付託されました議案第23号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算に

ついてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を歳入歳出全部といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１１番（森田禮治君） これは、また説明するのかなんていって、怒られるかもしれません

けれども、俺ちょうど休んでいなかったもので、何か１号機、２号機が故障して、町の管理

が悪過ぎるような話も聞いたんだけれども…… 

（「今後の運営方針という」の声あり） 

○１１番（森田禮治君） 今後の。今１号機は回っているじゃない。真ん中が回っていないん

だよ。 

（「３号機は回っていないんです、こっちから見て一番右側です」の声

あり） 

○１１番（森田禮治君） ３号機か、それが回っていないんだ。自分の家でまともに見えるか

ら、１基だけ回っていないよ。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今お話があったとおり今３号機が回っていない状態で、もし



－34－ 

あの３号機をもう一度動かすためには4,400万円ぐらいのお金が必要になります。去年の12

月20日から２基動くようになりまして、それまではずっと７月の終わりから12月まで全然動

かなかったんで、それで大分補正予算で落としたんですけれども、一応今回、基金を全部お

ろして、それで２基を修繕して、去年の12月から動くようになりまして、それで今ずっと順

調に動いていますけれども、このままですと、ちょっと来年につきましても貯金がようやく

50万円ぐらいしかできないような状況で、もうぎりぎりの経営しかできないものですから、

来年、再来年で借金を全部返済しますけれども、それを見越した後でも、ちょっと4,400万

円は捻出できそうもありませんので、やっぱりその技術とか知見を持った業者が直営でやっ

たほうが、我々素人なものですから、故障しそうになってもちょっとわからないですし、当

然、外注で出せばお金がかかりますので、そういう技術を持った会社が直接運営したほうが、

あそこは風況的にはいい場所なので、十分元は取れるんじゃないかというような考えに至り

まして、実際、今１社にお話をしているところなんですけれども。今後町で持つのはちょっ

と厳しいかなというのが現状です。 

  町長のお考えとすると、あの風車は、このエコタウンの象徴なので、一応町が所有して運

営を一般企業にやってもらいたいというような形で、今、話を進めているところです。 

○１１番（森田禮治君） 何年たったのか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 平成15年からですから、14年かな。 

（「そうです」の声あり） 

○１１番（森田禮治君） 十三、四年か。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 14年ですね。 

○８番（村木 脩君） これで預金の取り崩しをしたりしているんだけれども、最後、壊すと

きのお金というのは出てくるのかな。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 正直言って、今のままだとかなり厳しいです。 

○８番（村木 脩君） 一般会計を繰り出さないで、そのままずっと残しておいたほうが本当

はよかったんじゃないの。ずっとこう見ると、アースキッズだとか、温泉熱だ、小水道だな

んて、何じゃ、おもちゃっころみたいなものをつくって、何がエコタウンだかわからないん

だけれども。むしろ、ここはここできちんと銭を残すことを考えて。小水力発電というのは

何をやっているの、これで。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） 奈良本のけやき公園についています小水

力発電なんですけれども、もともとの目的が環境学習のためという意味合いが強くて、地域
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のお子様などに見ていただいて、こういう小さなものでも電気ができるんだよというような

説明は何度かしたことはございます。 

  もう１点、視察の受け入れも、あそこへ毎年来るところもありまして、三島ですとか、あ

の地域の環境探偵団みたいな、ふるさと学級的な団体があるんですけれども、そこの方たち

は毎年必ず視察に見えていただけるので、お金はかかりますけれども、環境学習ですとか、

そういう環境のことを知ってもらうためには、役には立っているとは思っております。 

○８番（村木 脩君） それとあと、温泉熱というのは何をやっているの。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） 温泉熱発電は、あそこは売電はもともと

していないものですから、温泉の熱を利用した発電ができるということで、町のエコタウン

としてのアピールに一役買っていただいておるんですけれども、あそこもそのもの自体はお

金を稼ぐわけではありませんけれども、訪れた方ですとか、視察の対応なども、私が考える

にはそんなに少ない数じゃない、意外と視察をしてもらっているなという印象なものですか

ら、役に立っていると思っております。 

○８番（村木 脩君） 何か100ワットの電球が１個つくぐらいの源泉熱だぜ。最初やるとき

は全然違う話だったんだけれども、あけてみるとさ…… 

（「ちょっとよろしいですか」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時３０分 

 

再開 午後 １時３３分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開します。 

○８番（村木 脩君） いずれにしても、もう一回、これもう施設管理をさせるような話にさ

せて、ともかくその壊すお金をまずは捻出するように、一般財源のほうから持ち出さないよ

うに何とかできれば。 

○企画調整課長（遠藤一司君） その渡した会社が、もしかしたら、もう一回あの場所で継続

してやるということになれば、またそこら辺の費用も軽減されるのかなと思いますので、い

ろんな面でちょっと検討していきたいと思います。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはございませんか。 
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（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第23号 平成29年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算についてを採決いた

します。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに

決しました。 

  当委員会に付託されました議案に対し、委員会のまとめとして、要望事項や希望意見があ

りましたら、委員会の総意として委員長報告書に意見を付したいと思います。要望事項や希

望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） なしと認めます。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３５分 

 

再開 午後 １時４０分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  以上で本委員会に付託された案件の審議は全て終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  なお、委員長報告書につきましては、３月23日の本会議の前に事前に皆さんにお示しした

いと思います。来る３月22日の水曜日の午後１時より検討したいと思いますが、皆さん、御
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都合はいかがでしょうか。 

（「いいよ。都合よりお前が言って、それに合わせるんだって」の声あ

り） 

○委員長（笠井政明君） ありがとうございます。 

  では、午後１時より行いたいと思いますので、御出席お願いいたします。 

（「午前中できないですか」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 午前中がいいですか。 

（「10時とか、11時とか」「俺も午前中にしてもらいたいんだけれど

も」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） どうしますか。 

では、ちょっと暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４１分 

 

再開 午後 １時４１分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  では、３月22日の10時からということでお願いいたします。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 １時４２分 
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特別会計予算審査特別委員会（第３日目）記録 

 

                   平成２９年３月２２日（水）午前１０時００分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ３番  栗 原 京 子 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君      ８番  村 木   脩 君 

    １１番  森 田  治 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（なし） 

 

議会事務局 

議会事務局長 向 井 青 一 君   
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開会 午前１０時００分 

 

○委員長（笠井政明君） ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。

よって、特別会計予算審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事は、予算審査に伴う委員長報告書の検討についてを議題といたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時００分 

 

再開 午前１０時１２分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  委員長報告書について、訂正及び追加等はございませんか。 

○７番（飯田桂司君） 皆さん、どうも御苦労さんです。ちょっと意見ということで。これ、

特別会計のほうの中から風力発電のことに関して、ちょっと御答弁かねがねされてきたわけ

ですけれども、あと２年ほどで償還が終わるわけですけれども、平成15年に事業を開始して、

現状を見たときに、解体資金はあるのかということで聞いている中で、現状のままでは大変

厳しいということでの答弁があったわけですけれども、これに対して意見をつけておいたほ

うがいいじゃないかなと。お金がないところですから、なかなか基金がなくなれば一般会計

から繰り出しをするのかなということで考えるわけですけれども、これについて意見をつけ

ておいたほうがいいのかなということで、個人的に考えるわけですけれども、いかがですか。 

○１３番（定居利子君） 今、飯田委員がおっしゃったように、うちもあと２年ですか、償却

をする、返済をするということの中で、もし、３基ともまたとまって、それで売電はできな

いという状態になれば、やっぱり一般会計から繰り出していかなきゃならないし、その金額

も100や200の金額じゃないもので、やはり何千万円というお金を繰り出していかなきゃなら

ないということは、議会としてもやっぱり当局側にそういう提言もしていかなきゃならない

かなと思うので、やはり対応について、早急に対応されたいということの意見はつけておく

べきじゃないかなと思いますけれども。 
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○７番（飯田桂司君） 今、13番の深い思い、お話を今、聞いたわけですけれども、基金がな

くなれば一般会計、どこから出てくるかなということで勘ぐるわけですけれども、ふるさと

納税あたりから出してくるのかなというところはありますけれども、もうお金がない中です

から、早急に事業、１社の相談をかけているなんて状況をお話をいただきましたけれども、

それについても現状を見たときには、なかなかすぐに会社がつくとは簡単には考えられない

かなと思いますので、ぜひこの意見あたりをつけて、つけたからといって、すぐに風車が動

くわけではないですけれども、対応を図っていただければということを補助意見としてつけ

ておいたらどうかなということで、これにて意見を考えます。皆さんの御意見を伺いたいと

思いますが。 

○委員長（笠井政明君） 今、意見書のお話がありましたけれども、ほかの方たちはどうでし

ょう。つけたほうがよろしいですかね。 

（「つけたほうが」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） はい。じゃ、つけるということで。 

  内容については、委員長と副委員長でいいですか。 

○１３番（定居利子君） はい、お任せしますので…… 

○委員長（笠井政明君） はい。 

○１３番（定居利子君） お願いいたします。 

○委員長（笠井政明君） じゃ、そのようにちょっと準備をして、あしたの報告につけたいと

思います。 

  その他、御意見等、何かありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１８分 

 

再開 午前１０時２０分 

 

○委員長（笠井政明君） じゃ、休憩を閉じ、再開いたします。 

  訂正及び追加ほかにないということで、なしと認めます。 

  じゃ、これをもって特別会計予算審査特別委員会を閉会いたしたいと思います。御異議あ
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りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。 

  よって、特別会計予算審査特別委員会を閉会することに決しました。 

  これをもちまして、特別会計予算審査特別委員会を閉会いたします。 

 

閉会 午前１０時２７分 


