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開会 午前１０時４５分 

 

○臨時委員長（鈴木 勉君） それでは、お時間がまいりましたからよろしい

ですか。 

  それでは、委員会を始めさせていただきたいと思います。 

  特別会計予算審査特別委員会を開催させていただきたいと思います。 

  東伊豆町議会委員会条例第９条第２項の規定に基づき、私が年長者といた

しまして臨時委員長の職務を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  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。 

  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（鈴木 勉君） 御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（鈴木 勉君） 御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、須佐衛君を指名します。 

  お諮りします。ただいま臨時委員長が指名しました１番、須佐衛君を委員

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（鈴木 勉君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名

しました１番、須佐衛君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、須佐衛君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、須佐衛君に委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○委員長（須佐 衛君） １番の須佐でございます。若輩ではございますけれ

ども、誠心誠意務めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○臨時委員長（鈴木 勉君） これで私の役目は終了いたしました。 

  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、委員長席にお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４８分 

 

再開 午前１０時５０分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  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（須佐 衛君） 御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。指名の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（須佐 衛君） 御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14番、山田直志君を指名します。 

  ただいま委員長が指名しました14番、山田直志君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（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しま

した14番、山田直志君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14番、山田直志君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。 

  14番、山田直志君に副委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○副委員長（山田直志君） そういうことですので、委員長を補佐して一生懸

命やります。よろしくお願いします。 

○委員長（須佐 衛君） お願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○委員長（須佐 衛君） 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34号 平成25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。 

  質疑ありませんか。 

○１２番（居山信子君） 今回財産収入を見ていきますと減額になっている。

これは説明がありましたように、むかい庵の賃貸契約が終わるという中で、

100万円が80万円になったというふうなことで理解をするところでございま

すけれども、現状、水揚げ高がどれくらいだったのかということを伺いたい

というふうに思いますし、その辺の御説明をいただければと思います。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 平成25年度はまだ始まっていませんものです

から、24年度の天草事業の内容ですが、水揚げ高が１万7,254キログラムで、

売上高が1,073万6,022円です。 

  それから、配分金につきましては漁協の人件費ですとか経費を引いた残り



の純利益の30％ということですから、前年対比では増えている。一応去年の

状況は水揚げ高はそんな内容でございます。若干増えている内容です。 

○１２番（居山信子君） 天草の操業船は変わらず１隻ということで変化がな

いのかどうなのか重ねて伺うところです。 

  そして今、課長からの御説明では、水揚げ高が今の時点で1,725キロとい

うふうなことですので、この分でいくとかなり増えてくるというふうなこと

もある中で予算計上がなされているかというふうに思いますけれども、今後

健康ブームで、ひところは非常に見直されていたものなんですけれども、天

草、寒天、どうなんでしょうか。その辺のところ、特産品として当町におい

ても過去には粉末のところてんを開発するとかしてきているわけですけれど

も、その辺の事業がどんなふうになっているのかということが今後消費者の

いろいろな嗜好もどんどん変わってくる中で、いろいろあるわけですけれど

も、その辺何とか掘り起こしていくような、あるいは新しい商品開発とか、

何かそんなようなことが考えられるのかどうか、ちょっと伺いたいというふ

うに思いますが。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 操業船につきましては現在この二、三年１隻

で増えていないです。できれば増えてもらいたいとは思っているんですが、

大分過酷な作業ということでやり手がいないような感じでございます。 

  それから、ところてんの販路云々かんぬんにつきましては、これはあくま

でも土地の貸付料のかわりに収入をしている内容ですので、そこまで私ども

が販路開発まではちょっとやっていないのが現状です。あそこを貸している

かわりに事業の何％かを地代としていただいているということですので、そ

こまではちょっと検討していないのが現状でございます。 

○１２番（居山信子君） 今ちょっと22年度の決算のときの状況のやりとりを

見ているんですけれども、そのときには操業体制の強化が必要であるという

ふうなことでの委員からの発言もあったようでございますし、今言ったよう

に、できたら操業船が増えてくれればいいなというようなものも漁協等に働

きかけをするとか何かというようなことで、投げかけというのは必要ないと

いうことでしょうかね。自助努力で。どうなんでしょうか。 



○企画調整課長（吉野竹男君） 確かに操業船が増えていただければ、それだ

け収入も上がるわけですから、会計の。だから、それは折に触れ、誰かやっ

てくれればいいですねと、いませんかねというような話はしています。 

○１２番（居山信子君） 別に３回じゃなくてもよかった、３回。 

○委員長（須佐 衛君） 委員会条例は関係ないです。 

○１２番（居山信子君） 関係ないね。 

そうしますと、今とにかく稼ぎたいわけで、そして稼がせたいわけで、町

民の皆さんへ何らかの形でもう少しその辺の町としても雇用を確保すること、

あるいは収益を上げてもらうというふうなことに対して、自然の成り行きで

１そうでしようがないということだけでなく、もう少し漁協あたりに頑張っ

てもらいたいよと、町は期待しているよというようなことと、そういう要請

をしていくということの必要性みたいなものを感じるんですが、その点今年

度の取り組みとして課長、いかがでしょうか。 

○企画調整課長（吉野竹男君） あくまでも天草に関しましても漁業権が必要

になりますものですから、あくまでも漁協のほうでどのような対応をとって

いただくのか。うちのほうからぜひ増やしていただきたいんですよというよ

うな話はするんですが、あと船もなければできないことでしょうし、いろい

ろな条件があると思いますもので、その辺は漁協さんとしてどういうような

対応をしていくのかという部分になろうかと思いますけれども。 

○１２番（居山信子君） 以上です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） １つは補償料の問題なんだけれども、歳出の関係に

なるけれども、稲取漁協との問題、伊豆漁協になったわけで、そのものでい

うと過去の議論の中で３年間ぐらいはいわゆるそれぞれの漁協が個別の問題

がありますよという議論があったと思うんですよ。この補償料支払いについ

て、伊豆漁協なりはどういう対応になるのかというのが１つ伺いたいことと、

もう一つは、ちょっと今の方法ということでいくと直接関係ないと言われれ

ばそうなんだけれども、ただ、どうもあれですよね、さっき賀茂郡でも、ほ

かの市町でもところてんやなんかやり始めているわけさ。稼ぎという部分も



そうなんだけれども、やっぱり天草というと白浜や稲取の天草というのは非

常に品質よかったよと。非常に驚いたのは、過去の昔の話でいくと、戦後間

もなくのころ、東伊豆町で、まだ稲取村だよね、稲取町で、やはり天草の売

り上げだけで2,000万ぐらい売り上げがあったんだというようなこともあっ

たような時代があるわけではないですか、背景が。 

  そうしてみると、だから今本当にそのものをお金になる、ならないという

取り扱いだけでやっぱり決めていいのかなというような、いわゆるいい品質

のものがとれて、その時代、その時代、町をつくってきたものをもう一回案

外漁協でも、また当然ホテルや旅館があっても、ホテル、旅館でもそういう

ものに対する位置づけや認識がほとんどされていないというようなところは

非常にまちづくり全体の中ではマイナスなんではないかなと、そういう感じ

がしているんですけれども、本当はやっぱりいいものがあってというのが町

民のやっぱりまちづくりのマインドとしては非常に重視されてもいいんじゃ

ないかなと思うんだけれども、案外目先の金になる、ならないとかで非常に

軽視されているような気がしているんだけれども。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 補償金の関係、これにつきましては、稲取漁

協で何とか使ってもらわないというのがありまして、覚書を今回、更新のた

びに金額を変えてくるということでしたもので、今回改めて覚書を交わしま

して、その辺もうたっています。相手は伊豆漁協稲取支所ということでやっ

ていますものですから、の運営委員長と契約をしていますから、伊豆漁協へ

補償金を払うということはしない予定でございます。 

  それから、もう一つ、ところてんの品質の関係ですね。今西伊豆ですとか

白浜ですとか結構やっているようですけれども、確かにここのところてんは

品質は、僕はよくわからないんだけれども、いいようです。今稲取だけで、

先ほどこの漁協でやっているのを1,700云々かんぬんという数字は稲取、白

田、大川、合計でなんですが、そのうち稲取がほぼ８割ぐらい水揚げしてい

るんですかね。確かにいいんですが、その漁獲高は全部これ本当かうそか、

虎屋さんあたりに納めているような話で、非常に地元で消費されていない部

分が多いところですよね。 



この辺を先ほど12番議員さんからもお話があったように、最近のヘルシー

志向だとか、そういうもので売り出したらいいんですが、需要の問題もある

と思うんですが、これ全部東京の方面へ出荷しているのが現状だと思うもの

ですから、ただ、確かにそういう部分もありますし、夏の一定期間ですけれ

ども、結構な売り上げになるものですから、本当はやっていただければいい

んですが、僕は潜ったことがないからわからないんですけれども、非常に過

酷な作業ということで、どうも普及をしていかないというのが現状みたいで

すね。 

  何とかしたいんですが、その辺は漁協といろいろ相談はしていきたいなと

思っていますけれども、私どもでは何としても対応がとりかねる内容が多過

ぎまして、あとは漁協さんの知恵をかりながら、何かその辺もやっていけれ

ばなというふうには思っていますけれども。 

○１４番（山田直志君） そうすると、やっぱりせっかく補償料なんかで入っ

ている部分も含めて、ただ、それが単なる赤字補塡みたいな形で活用される

のではなくて、今、課長さん言われたような形で、本当はキンメや何かの漁

が中心であっても、夏の時期というのは昔は恐らく漁をやっぱり休んで、産

卵の時期はやっぱり控えるだとか、そういう時期もあったし、では、その部

分の補塡で天草をやっぱりなりわいにして、その時期をしのいだりとかとい

うものもあったんだと思うんですよ。せめてこの補償料なんかは本来やっぱ

り天草事業を補強していくものにつながって活用されていかないと、補償料

としての意味が違ってくるんじゃないかと。 

例えば漁協もいろいろな今の稲取支所の事務所も老朽化したりや何かある

んでしょうけれども、しかし、この財産区会計から補償料として出ていくと

いう面でいけば、できるだけそれがこの事業の改善に、また充実に活用され

るということが非常に必要な分野ではないのかなというふうに思うので、ぜ

ひそういう点は指導していただきたいなと思います。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 補償料という性格を漁協のほうにもう一度再

度認識をいただいて、その辺の天草事業への補償金である。だから天草事業

に何らかの効果を出していただきたいよというような働きかけは今後もして



いきたいと思っています。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

  ほかに質疑は。 

○６番（藤井廣明君） これはよく昔は例えば子どもたちが拾ったか何かとっ

てきたか知りませんが、そういうものあれして納入して、学用品に使ったな

んていう話を聞いた覚えがあるんですけれども、今そういったことも何か余

りないようで、あとたまに遊漁船とか遊びで、自分で釣りなんかのそれを持

っているという人もいるわけですよ。そうすると、そういった人たちができ

ないのかなんていうふうに聞かれたことあるんですが、何か自分らも知らな

いけれども、漁業権というのがあって、すごく縛りがきついからできないみ

たいだよなんてふうに、自分らもそのぐらいしか答えられないんですけれど

も。 

いずれにせよ、漁業権というふうなことで非常にかたい縛りで、逆にそれ

が自分で自分の首を締めるような感じのふうになっているんではないかとい

う気が一方でするんですが、これは幾つかこれだけの伝統あるものだし、そ

れだけ貢献してきたものですから、何とかならないのかという思いはいっぱ

いあるわけで、例えば経済特区ですか、いろいろな何か特区という形で漁業

権を少し緩めてもらえるような、そういう方策というのはないものでしょう

かね。ちょっと難しい。 

○企画調整課長（吉野竹男君） これがこの特別会計の中で議論される内容か

どうかちょっとわかりませんけれども、漁業権というのは法にのっとった権

利でして、それについていろいろ天草だけじゃなくて、いろいろなことで最

近の、昔はよかったんでしょうけれども、今はいろいろそういうもので縛り

も出てきているようでして、個人的には何かならないのかなと思うんです。

いかんせんこれ私どもでできる話ではございませんので、その辺は漁協のほ

うの弾力的な運用ですとか、いろいろなものをしていただければ、それはい

いんでしょうけれども、法的に権限を持っている権利ということで、それに

ついてそれをやめてくれというのはちょっと言いかねますもので、答弁でき

る…… 



○６番（藤井廣明君） 町から要望ができるのかなという形で、できればそう

いう声もあったということで、折に触れ言っていただければそれでいいかな

というふうに思います。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 財産区の管理会の中では、要するにその他事

項あたりで、その辺の話はいつもさせていただいているところですが、明確

な回答はいただいてないのが本当でございます。 

○１２番（居山信子君） 委員長、最後にすみません、いいですか。 

（「ちょっと休憩してくれる」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 先にこのことに関連で。 

（「関連じゃなくて、ちょっと暫時休憩してくれない」

の声あり） 

 

休憩 午前１１時２２分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○委員長（須佐 衛君） 再開します。 

  ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 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（須佐 衛君） 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34号 平成25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（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

り可決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附帯決議を

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。 

○１２番（居山信子君） 全体で私のほうでも申し上げた点について、今、山

田議員から言われたことはそこも含めてということですか。私はある部分も

う少し課長も答弁をしてくださったように、何らかの形でもう少し操業量が

増えるような対応を何とかしてほしいというようなことは附帯決議なり何な

りでぜひ入れていただきたいと思いますが、いかがでしょう。 

○委員長（須佐 衛君） それに対してほかの委員の皆さん、いかがでしょう

か。 

○１０番（鈴木 勉君） 今の12番さんのものを取り上げるという形について

は、僕はよろしいんではないかなと思うんだけれども、使う言葉の文言、こ

ちらから具体的にこういう内容にしてとかというものは避けたほうがいいよ

うな気がするような思いがするわけですよ。総体的に言葉を濁してしまって

申しわけないんだけれども、町としては当初予算に組んだ金額では余りにも

少ないから、もっとこれが大きくなるような形を望むとかというものは僕は

表現的にはそういうちょっとアバウトなほうが、執行権の中のものには立ち

入らないような形の中で、今の12番の意見を取り上げていただけたらいいな

と思っていますけれども。 

（「配分金が少ないという部分になるわけですか」の声

あり） 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２７分 

 

再開 午前１１時３２分 



 

○委員長（須佐 衛君） 今、附帯決議が出されましたけれども、それに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。 

  ただいまの意見を報告書に附帯決議として付することに御異議なしと認め

ます。よって、委員長報告書に附帯決議を付することに決しました。 

  以上で稲取財産区特別会計を終了いたします。 

  本議会に付託されました議案第35号 平成25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。 

  質疑の対象を歳入全部といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 歳入ですから売電価格の今回見直しの状況と、あと

やっぱり今回も後のほうで出る支出の関係で、保守整備をかけるという問題

があると思うんですけれども、その関係で売電の運転状況等がいろいろ変更

があるのかなと思うんだけれども、その売電量と運転状況等の見込みについ

てどのようにお考えですか。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 一応単価の関係につきましては、以前はＲＰ

Ｓ法、要するに地球温暖化関係の法律単価は、これ税込みですけれども、11

円76銭だったんですが、これを昨年の10月１日から今度は再生可能エネルギ

ー法の適用に変更しまして、19円45銭ということで契約を変更させていただ

いております。単価的な伸び率は165.4％ということで、非常に単価の伸び

幅は大きい内容でございます。一応年間のここ、月によっていろいろ風況も

違いますものですから、３年ぐらいの風況状況、要するに発電計画のもとに

新しい単価で試算をした結果が今回の１年間で7,780万、前年対比で3,080万

の増額を見込んだという内容でございます。 

  修繕関係につきましては、一応繰越明許の措置もとらせてもらっておりま

すが、４月の初旬には修繕はできるんではないかなということで、その辺の



減額、発電の減要因はとりあえず見込んでございません。 

○１４番（山田直志君）  保守点検査も今まで大体平均2,500万ぐらい前後で

来ていたではないですか。毎年の定期展開が。今回2,400万ぐらいかな。ぐ

っと上げているわけではないですか。そういう意味では。そういう点でいう

と、そういうものに関連して、やっぱりお休みとか、そういうものが僕は増

えるんではないかなと思った。だから、今、課長が言われた点でいうと、過

去３年間の平均的なというのはあるけれども、それに対してはやっぱり95％

とか、ある程度一定の期間保守点検が言われたように、全体的10年を経て、

全体的にかかわるんだということでいけば、多少運転状況は減るという見込

みなのかなというふうにちょっと思ったんだけれども、その辺は大丈夫なん

でしょうか。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 点検につきましては３年前にある程度の点検、

それから10年の今回、来年度がそうなんですが、節目の点検ということで、

実は去年も点検がふだんよりは重点的にやっていくわけでして、今回はもっ

と重点的にやると思うんですが、その辺につきましては今回これ歳入ですけ

れども、運転停止中の保険にも入りましたけれども、この部分はなりません

もので、本来少し見るべきかなというのはあるんですが、どこまで期間を要

するかというのがちょっと今のところ把握できていませんものですから、と

りあえず過去３カ年の平均売電量をもとにやらせていただいているというこ

とでございます。 

○１４番（山田直志君） そうするとやっぱりいろいろな点検の状況によって、

車検なんかと一緒で、いろいろ点検してみて、やっぱり部品の交換や何かと

いうことも含めてした場合に、どうしても出る可能性というのはまだこの予

算上はあるということだよね。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 当然あるとは思います。またそれは最終的に

調整をさせていただくような格好になっています。 

○１４番（山田直志君） わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

○６番（藤井廣明君） これで４月から先に修理がずれ込むということはない



んですか。修理の期間。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 当初予算に余り関係のない内容なんですが、

答えるんですか。 

○委員長（須佐 衛君） 先ほどの山田委員の質問の４月ということだったん

で、その辺のもしわかる範囲でちょっと答えていただけますか。 

○１４番（山田直志君） これは予算の入っている修繕費との関係で休みは出

ないのと聞いたのと、修繕費のとは違うんではないかという話ではないの。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 休憩をとっていただければ。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３９分 

 

再開 午前１１時４１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開をします。 

○１０番（鈴木 勉君）  売電収入のこの7,700万円という数字は、これは新

価格の新しいほうの値段の３基フル稼働の中での計算だろうなという気がす

るんですけれども、それと今度委託料のほうで3,300万ほど受け入れしてあ

るわけですよね。これがフル稼働の中の占める率でも50％近くに委託料が計

上されているんだけれども、これはちょっと今の話の中でいくと、非常に売

電収入に占める割合として委託料が高過ぎているんじゃないのかなという気

がするんですけれども、その辺はどのようなお考えでしょうかね。 

○委員長（須佐 衛君） 委託料。 

○１０番（鈴木 勉君） 本委託料が3,300万でしょう。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 歳入歳出ではなくて、今歳入だけ。 

○１０番（鈴木 勉君） 歳入だけ。ごめんね。はい、わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） では、歳入のほうはほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） なしでよろしいですか。 



  これをもって、歳入部分の全部の質疑を終結いたします。 

  次に、質疑の対象を歳出全部といたします。 

  質疑ありませんか。 

  では、鈴木委員。 

○１０番（鈴木 勉君） 今の形の中で私のほうが歳入歳出とごっちゃな質問

になってしまって申しわけないんですけれども、聞きたい趣旨はお聞きにな

っていただいたとおりなんですけれども。 

○企画調整課長（吉野竹男君） たまたま稼働も10年目ということで、これは

維持管理計画の中で10年目につきましては重要点検ということで位置づけら

れていまして、それによってこのふだんより委託料は高額になっているとい

うのが現状でございまして、確かに売電収入の半分ぐらいになりますが、こ

れを下げますと、また重大な内容にも発展しかねない内容ですので、ここは

節目の年ということで重要点検を実施するという内容でございます。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありませんか。 

○６番（藤井廣明君） それから、先ほど課長おっしゃっていた新しい保険で

すか。突発的な事故で電気が販売できないときの補償をされる保険に入る予

定だということなんですが、どのくらいの金額になりそうなんでしょうか。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 今の建物災害共済のは、これが相当安いんで

すよね。40万弱ぐらいだったんですが、これにあと約160万弱を今回プラス

していこうかということでございます。 

○６番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 諸支出金のほうで一般会計の繰り出しの部分なんで

すけれども、960というのはあれなんだけれども、この辺の事業目的と、支

出のやっぱりルールというのはどういうふうに考えているんですか。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  一応今回700万ほど繰出金が増えているわけ

ですが、従来からの残りの200万につきましては、例の住宅用の太陽光発電



へ従前どおり繰り出す内容でございまして、残りの760万強につきまして、

今県と町でやっています伊豆半島のエコリゾート構想に基づいたモデル事業

ということで今やっているわけですが、その事業は今年で最終年ということ

がありまして、そこに何か県からも半分負担をいただけるものですから、そ

こに基本的には事業費の半分を繰り出して事業化をしていくという内容でご

ざいます。 

  あと、それ以外にこれも関連なんですが、電気自動車ですとか、急速充電

設備、これにつきましても国県の補助があるものですから、それの残りに充

当していくということで、私の考えでは単年度の措置ということで考えてお

ります。 

○１４番（山田直志君） そのエコリゾート何とかというもの、ちょっと具体

的にもう少し教えてほしいのと、電気自動車というのは、これは一般会計の

ほうになっていますけれども、今は何かスズキ自動車から借りているものも

あるんではないかと思うんだけれども、電気自動車はそんなに種類がないで

すよね。言えば普通自動車なのか軽自動車なのかというぐらいしか余り種類

はないと思うし、その利用がどうなのかと。あと、急速のもの、これは一般

会計のほうになるからあれにしようかな。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 繰り出しはしていますけれども。 

○１４番（山田直志君） 繰り出しはしているよね。あれ何カ所ぐらいという

配置の予定ですか。その辺もちょっと。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 電気自動車につきましては、一応日産がリー

フというのを出していまして、これの予定でおります。これも国のクリーン

エネルギー自動車等導入費助成という制度もございまして、そのようなもの

も使っていくと。 

今ちょっと内容がずれるかもわかりませんが、よろしいですか。下田の総

合庁舎に急速充電器がありまして、あと、ではどこにあるかということにな

りますと、車のメーカー、そこにはあるんですが、ほかにないということで、

伊東に車の代理店がありまして、それから下田の間にないということで、途

中充電場所がないという中で、なかなか電気自動車の普及が図れないという



ことで、できればこの中間あたりに、うちに代理店がないものですから、そ

ういうものをつくってくれないかなというような要請もございまして、これ

の補助金、急速充電につきましても補助金を支出するということですから、

電気自動車の導入に合わせまして、急速充電施設もセットもので導入しよう

かということで検討した内容でございます。 

  それから、エコリゾート推進協議会のこれにつきましては、協議会の運営

費、それからエコリゾート事業として何か施設工事をやりたいということで、

施政方針にもあったと思いますけれども、県知事が言っているのは、村とい

う、こういう村ではないんですが、口を書いて巴みたいな村なんですが、こ

ういう要するに原風景に配慮したようなものは非常にいいよというような県

知事でも評価をしていまして、これは小水力までいかないと思うんですが、

マイクロ発電的な、マイクロ水力発電的な内容を検討していこうということ

で、これについても県と２分の１ずつということで、うちの負担分について

はこの風力発電からの収益を充てていくというような内容でございました。

そんなところで。 

○１４番（山田直志君） リーフを買うというとか、そうすると、これはあれ

ですか、町長車か何かに使うということになるのか。それと、今、課長が言

われたんだけれども、庁用車で使う部分と急速充電のものをセットという考

え方になると、例えば役場に置いた場合に、そういう機能が果たせるかどう

かとかという問題もありますよね。そういう急速充電の場所というのがね。 

例えば庁用車で使う、町長が使う車かどうかわかりませんけれども、でも、

役場の車だとすると、例えばこの駐車場だとか庁舎の近辺が一番結局ふさわ

しいんでしょう。駐車場のあり方。そうすると、その辺なんかの問題はどう

いう考えなんですか。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 一応もとになる電源がないとまずいものです

から、一応急速充電施設については役場の駐車場のような内容で考えていま

す。 

  それから、車につきましては前町長車ということで限定はしてございます。

一般的な事務車だということで。 



○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

  ほかに。 

○６番（藤井廣明君） 去年もほとんど風力発電の基金に対しては積み立てが

なされなかったけれども、今年326万円ですか、積み立てができたというこ

とであれなんですが、これは売電単価が上がったということが１つ原因でし

ょうか。 

  それと現在基金の積立残高はどのぐらいになっているかだけちょっと伺っ

ておきたいと思います。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 当然売電単価が上がったことによりまして、

先ほど来質問がありました重要点検の費用ですとか、いろいろ今言いました

繰出金ですとか、単年度的には費用がかかるんですが、それでもこれは稼働

状況にもよりますが、計画した稼働状況でいくと、まだ326万の積立措置が

見込まれるという内容でございまして、当然単価の大幅なアップという部分

は大きい内容でございます。 

  それから、ちなみに今の基金残高ということですが、先日専決処分をさせ

ていただいた内容がございますものですから、2,620万ぐらいですね。それ

にこれは積み立て前の話で、だから、この予定どおりにいきますと、この

300数十万が積み立てになりますと約3,000万ということになろうかと思いま

す。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい、了解です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 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。 

  これをもって、議案第35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。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 



○委員長（須佐 衛君） 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35号 平成25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（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

り可決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附帯決議を

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。 

○１４番（山田直志君） やっぱり売電単価が上がって、たまたま今回10年目

の節目ということでの点検だとか、諸支出金がいろいろな県絡みで増えたと

いうことはあるんだけれども、やっぱり売電単価が上がった今の状況を考え

ると、やっぱり基金への積み立てについては今後十分配慮してやっていかな

いと、売電期間の問題、また建物自体がしっかりしていれば、契約期間を延

長して売電益、元利償還が終わった後もやれるということも含めて考えると、

やっぱり基金の積み立てについて特段やっぱり配慮して取り組んでいただか

ないと、増えたからどんどん使うということについては厳に慎んでいただか

ないと困ると思いますもので、その点は意見として私はつけたほうがいいん

じゃないかと思います。 

○企画調整課長（吉野竹男君） 先ほどから答弁の中で単年度の措置と私が言

っている…… 

○１４番（山田直志君） いや、だから課長がそう言っても変わってしまうか

わからないから。 壁がないから今。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） はい。恐れいります。 

○委員長（須佐 衛君） ただいまの意見を報告書に附帯決議として付するこ

とに御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、委員長報告書に附

帯決議を付することに決しました。 

（「両方附帯決議がついたな」「珍しいね」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） では、以上をもちまして、風力発電事業特別会計予

算の審議を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（須佐 衛君） 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31号 平成25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、質問するようにお願いいた

します。 

  質疑ありませんか。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） すみません、質疑の前で、ＩＣレコーダ

ーの使用についてですが、議事録を作成するために許可をいただければあり

がたいんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（須佐 衛君） 委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」「認めます」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 異議なしということで結構です。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） ありがとうございます。 

○委員長（須佐 衛君） では、質疑ありませんか。 

（「委員長、すみません、ちょっと暫時休憩してもらっ



ていいですか」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時００分 

 

再開 午後 １時０２分 

 

○６番（藤井廣明君） 230ページに歳入の予算があるんですが、これを見ま

すと、前期高齢者交付金が一番大きな比率で歳入のトップになっているんで

すけれども、これの増え方がかなり18.7％増えているにもかかわらず、国保

の税金のほうは減っているという、こういう関係なんですが、全体の伸びと

いうのは、前期高齢者交付金というのはなぜこんなに高い伸びを示している

のかちょっと聞かせていただくと助かるんですが。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  前期高齢者交付金に

つきましては、前々年度の清算分等が入ってきますもので、その年平成25年

度だけではないものですから、その辺を御承知ください。それで、保険税に

ついてはちょっと関係はないです。 

○６番（藤井廣明君） ああ、そうですか。直接関係ない。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○６番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

○１０番（鈴木 勉君）  234ページのこの国民健康保険税、ここに今年の当

初予算があるわけなんですけれども、この金額を見積もるに当たって、東伊

豆町の該当する人たちの収入的なもの、要するに対象になる人たちの見込み

額というものの算定には恐らく前年対比で来ているんだろうと思うんだけれ

ども、町の状況としたらこれは足せていく数字かどうかということを、見込

みとして、見込みは見込みだからと言われたらそれまでだけれども、どれぐ

らいの金額的な見積もりでこの金額をはじき出したか。積算方法がわかれば

聞きたいなと思うんですけれども。 



○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  積算の根拠としまし

て、昨年の11月の末現在の調定額等を参考にしました。それで、前年の所得

等が一番考えられるんですけれども、前年度対比の調定額を比較しましたと

ころ、一般の医療分の普通徴収というんですけれども、１世帯で3,548円ほ

どマイナスになっていました、前年度と比較しまして。それとあと、山本議

員からも質問がありましたけれども、後期高齢者の支援金の所得割を1.5％

から0.5％昨年度値上げさせてもらいましたから、後期高齢者支援分が増加

をしたということです。 

  それで、あと収納率の関係ですけれども、調定対比で申しわけないんです

けれども、一般が90％、退職者が調定対比で92％で設定させてもらいました。

それと滞納繰越分ですけれども、一般、退職とも13％で積算させてもらいま

した。そういった内容ですけれども。 

○１０番（鈴木 勉君） この滞納というのが非常に一生懸命納めている人た

ちのパーセンテージを非常に圧迫してくるという、そういう経緯が感じられ

るわけなんですよ。できれば滞納のこの比率が非常にもっと数字的に小さく

なって、全般的に国保税の総額に対する占める金額が減額できれば、一般の

人たちも喜ぶんでないかなという気持ちがするんですけれども、どうしても

収納率の関係でこの数字というのは総体的なものが100でなくして、この

13％を引いた先ほどの示された数字は残りの87％の人たちで私は継続されて

いるような気がするのは私だけなんでしょうかね。どうですか、その辺は。 

（「解釈が違うよ」「ちょっとそこは違うよ」の声あ

り） 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時０７分 

 

再開 午後 １時１６分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 



  10番、鈴木委員、質問はよろしいですか。 

○１０番（鈴木 勉君） はい、いいです。 

（「さっきのところ聞けばいいじゃない」「世帯数」の

声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） いい。大体わかっているから。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにいかがでしょうか。 

○１４番（山田直志君） 休憩中にあった議論ですけれども、加入世帯の世帯

数人員と、今やっぱり滞納している世帯の状況がどの程度かというのと、軽

減世帯、また限度額世帯のちょっと世帯状況というのは今後の料率改定のと

きにも必要かなと思うので、その辺の問題を１つ伺いたい。 

  ２つ目に、前期高齢者交付金について、先ほどのやりとりの中で前年度の

ものという話は今お伺いしたんですけれども、今後のこの見通しとして、い

わゆる団塊の世代がどんどんこれから前期高齢者になっていくというふうに

思うんですよ。そうするとこの前期高齢者交付金の推移というのはどういう

ふうに変わっていくというふうに当局のほうでは見ていますか。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  １月末現在の世帯と

被保険者数の関係なんですけれども、世帯数につきましては町全体の50.4％

の方が加入をしています。それと被保険者数につきましては40.9％加入をし

ています。 

  ４月からの関係なんですけれども、被保険者数につきましてはマイナスの

256人ということです。月平均25人ぐらいの方が国民健康保険から脱退とい

うか、そういう状況です。そのうちの約16名の方が月平均にしますと後期高

齢者のほうへ回っている状況です。 

  あと国民健康保険の出生の関係なんですけれども、４月から17名と、月平

均にしますと1.7人しか誕生してない状況です。ですから、こういった状況

は続くのではなかろうかなということです。 

  それと先ほど言った前期高齢者等の関係なんですけれども、国民健康保険

の加入者のうち65歳から75歳到達までの方が36.1％です。60歳以上の方が

52.5％というふうに非常に高齢化をしております。前期高齢者交付金の計算



式が非常にややこしいもので、前々年度の精算分等とかも一応計算されるん

ですけれども、この辺については減ることはなかろうかと。増加をしていく

のは間違いなかろうかということです。 

  あと滞納世帯の状況なんですけれども、毎年出納閉鎖期に調査をしていま

す。直近ですと24年、昨年５月末現在に調査をしました。転入とか転出等も

あるんですけれども、その時点の世帯数が3,251世帯、うち現年度分を滞納

する世帯が639世帯、パーセンテージにしますと19.7％になってきます。そ

のうちの職業等の関係ですけれども、639世帯のうち給与所得の方が328世帯

ということです。あとはその次に営業所得の方が87世帯というふうな格好に

なっております。 

  それで、あと滞納金額の関係なんですけれども、639世帯のうち所得が５

万円に達しない方が251世帯。ですから、やはり所得がない方がどうしても

滞納している状況には間違いはございません。 

  あと、毎年滞納者の預金調査等を実施しているんですけれども、本年度24

年度につきましては40世帯ほど一応預金調査をしたんですけれども、定期預

金は全くないですし、普通預金につきましても数百円とか数千円の状況です。

そういったのが状況で、あと保険証の関係なんですけれども、昨年の10月１

日現在で短期の保険証が417世帯、12.9％、資格証明書の方が71世帯、2.2％

という状況です。一応３カ月の短期の保険証につきましては、３カ月ごとに

一応通知をしまして、呼び出し等はしているんですけれども、なかなか出て

きてくれないという状況です。そういったところが内容的ですけれども。 

○１４番（山田直志君） そうすると、やっぱり低所得という部分が一つの問

題としてあるんだけれども、そうすると資格証明が今まで余りいろいろな県

の通達や何かもあって、出てこなかったけれども、今の補佐の話を聞いてい

るとかなりやっぱり悪い人もいるのか。こういう部分の人たちというのは想

像的に生活保護や何かの対象になるのではないのかなというのが１つ聞いて

いて思うのと、もう一つは、滞納をしているところの328世帯の部分という

のが給与所得というと、この辺というのは実際は僕は観光関連的な人たちが

多いのかなと。給与とはいっても実際かなりのところは社会保険という感じ



でかけているというような状況ではなくて、そういうものが影響しているの

かなというふうに思うんだけれども、どんなでしょうか。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  資格証明書につきま

しては市町で考え方が違うところが結構ありまして、資格証明書を発行して

しまうと、もう接触ができないと。ですから、資格証明書の対象なんだけれ

ども、短期の保険証を出して、できるだけ分割納付なり、出てきてもらいた

いというか、役場のほうへ出てきてもらいたいから、資格証明書は発行しな

いというか、南伊豆町さんなんかはそういう考えで、対象はたくさんいるん

ですけれども、接触ができないし、納税がどっちかというと短期のほうがお

金が入ってくるもので、できるだけ短期にしておいて、資格証明書について

は発行しないというところがあります。 

  うちの町については、本年度資格証明書に結構したんですけれども、要は

反応がないと。訪問をしても全然だし、納付の考え方が全くないという世帯

については資格証明書にしました。保険証につきましては生命にかかわって

くるもので、できるだけ発行はしたいんですけれども、全然反応もないし、

極端な話病院にもかからないと言ったら悪いですけれども、10割負担になっ

てきますからね。そういう世帯がどうしても資格証明書の該当になってくる

状況です。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） はい。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

  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。 

（「委員長、休憩してください」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 



 

休憩 午後 １時２８分 

 

再開 午後 １時３９分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  歳出に関して、歳出全般に関して質疑ありませんか。 

（「委員長、休憩してください」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４０分 

 

再開 午後 １時４１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

○１０番（鈴木 勉君）  255ページの項目の中に人間ドックの補助金という

のが約300万計上されているわけですけれども、これの申請の仕方だとかに

ついてちょっと伺ってみたいなと思うんですけれども、これは健常者の方が

指定された病院で受けるのだけが対象なのか、今ほかにも病気を持っている

人が人間ドックにかかったときも補助金の対象になるのかと聞いてみたいな

と。 

○委員長（須佐 衛君） もう一度すみません、お願いします。 

○１０番（鈴木 勉君）  100％健常者が人間ドックにかかりたいと言ったと

きに補助金が出るだけなのか、そうではなくて、それなりに病気を持ってい

るんだけれども、人間ドックに行きたいという人も対象になるんですかと聞

いたんです。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  指定病院とか、そう

いったのは別に全く関係はありません。健常者とか病気にかかっているとか、

そういった内容については全く関係ないです。それで、申請なんですけれど



も、受診日の２週間前までに申請をしてもらいます。それで一応その世帯に

滞納がないのか、どうのこうのというチェックをしまして、決定通知を発送

しまして、その方が受診後に領収書を持ってきてもらいまして、１万円まで

が自己負担で、最高３万円の補助金が出ます。受診者ですけれども、毎年

140人ぐらいの方が受診をしています。 

  それで、その結果については特定健診の対象になってくるようにというこ

とで、結果については持ってきてくださいとは言っているんですけれども、

どうしても結果等が届くのに二、三週間とかかかるみたいなもので、全員が

全員持ってきてはくれないです。そういった内容ですけれども。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君）  補足ですけれども、人間ドックといいます

と病気を発見するために入るんであって、病気があると、病気と判断された

ものについては療養費で支払いますので、その辺は御理解願いたいと思いま

す。 

○１０番（鈴木 勉君） もうちょっと質問的にしたいのは、普通僕らなんか

も病気としたら高血圧症だとか、そういう普通の通常の病院で血液検査だと

か尿検査だとか心電図の検査なんかするんだけれども、こういう人間ドック

みたいな脳検査だとか、そういうところにまで及ぶような検査をしたことが

ないんだけれども、そういうときにはやはり今この課長の説明どおりに手続

を踏めば補助金を申請することができるのですか。 

（「脳ドックがということでしょう」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） もちろん脳ドックのことについて質問していますか

ら。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  ２年ぐらい前に改正

をしまして、脳ドックも対象になっています。 

○１０番（鈴木 勉君） 人間ドックでなくて脳ドック、それは。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  脳ドックも対象にな

っています。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君）  人間ドックというその検査項目はいろいろ

あるんですけれども、脳ドックとか云々というのははじかれている病院もあ



るんですけれども、それは特別また料金を出せばということですけれども、

うちのほうの補助事業とすると、幾らかかっても３万円までがということで

やっておりますので。 

○１２番（居山信子君） 今のことで脳ドックだけで受けても出るということ

ですよね。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君） 対象になってきます。

ですけれども、人間ドックでも脳ドックだけというのは申請はちょっとなか

ったような記憶がありますね、まだ。 

○１２番（居山信子君） すみません、10年ほど前に私それ田村又吉さんのと

きにぜひやってください。脳ドックを受けに行ったものですから、再三言い

ましたもので、ようやくそれが形としてそうなっているということで、だか

ら脳ドックだけで受けてもいいし、オプションでつけてやってもいいしとい

うことで、皆さんでちょっと…… 

○健康づくり課長（稲葉彰一君）  わかるんですけれども、脳ドックだけで行

きますと、保険診療外の対象になりますので、できたら頭が痛いからちょっ

と撮ってくださいと言ったほうが安くはできると思います。 

（「医療費がかかる」「それはそうだけど、個人からす

るとね。おまえは県の関係者だからって、何を言って

いるんだ」の声あり） 

○１２番（居山信子君） いいこと聞いちゃった。わかりました。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありますか。 

○２番（内山愼一君）  今、鈴木さんが言ったのは、自分が人間ドックかかれ

るかどうか聞いているのよ。自分が今医者へ行っているようなときに、いろ

いろな病気があって行っているわけで、かかれますかということ。それが対

象になるかどうかということを聞いたんだよ。 

○６番（藤井廣明君） 健常者も関係ないと言ったじゃない。 

○２番（内山愼一君） だからそれを聞いたんだよ。 

○６番（藤井廣明君） さっき答えたよね。 

（「かかれますよと言っていた」の声あり） 



○６番（藤井廣明君） かかれますよと言っている。健常者も何も関係ない。 

（「１万円自己負担で３万円限度で」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

○６番（藤井廣明君） 216ページに出ている高額療養費なんですけれども、

この高額の範囲といいますか、どの辺までを高額というのか。これは具体的

にはどういうふうなことなんでしょうか。かなりの金額になっているようで

すけれども、高額療養費、246ページの高額療養費、ちょっと聞いておきた

いんですけれども。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  あくまでも保険の適

用分が高額療養費の対象になってきます。差額ベッドとかそういうものは対

象外です。それと、入院された場合の食事代も対象外ですから。それで高額

療養費につきましては、受診後２カ月ぐらいしますと、その人がどれだけの

お金がかかったかという内容が健康づくり課のほうに資料として来まして、

対象者につきましては町のほうから申請書を郵送します。 

その金額につきましては、所得によって若干違いますけれども、普通の所

得の方については８万100円を超えた分については町のほうから通知をしま

す。８万100円のほかは所得によって違ってきますし、また70歳を超えた方

についても支給の金額も若干変わってきますから、ちょっと説明すると大分

資料的にありますもので、一般の方につきましては８万100円、その金額を

超えた分については町のほうからお金を返す格好になっています。 

  医療費につきましては、前年度対比で99.6％ぐらいで若干減っているんで

すけれども、高額療養費につきましては高度の医療技術になってきています

もので、増えているのが状況ですけれども、そういった内容です。 

○６番（藤井廣明君） わかりました。ありがとうございます。 

○１０番（鈴木 勉君） ちょっと確認で悪いんだけれども、石井君、今当人

からの自己申請でなくして、役場の当局のほうから高額医療費の対象になり

ますよというお知らせがありますと言ってくれたよね。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君） はい。 

○１０番（鈴木 勉君） ありがとう。そこだけ確認しておきたかったわけ。



今までは自己申請がないと高額医療をもらえなかったみたいな過去があった

ような気がしたから。今の話ではないよ。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  従前は一度病院にか

かってお金を全部支払って、それから町のほうから通知が行って、高額療養

費については還付となっていたんですけれども、最近は入院する前に限度額

適用書といいまして、例えば８万100円枠を超える部分については自分で出

さなくて、町のほうに直接請求が来る、そういう制度もできています。ただ、

限度額適用書については滞納している人については出していないものですか

ら、御了承ください。 

  それで、高額療養費については、あくまでも支払った方に対して町のほう

からお金を返すもので、中には領収書をなくしたとか、そういった方がいる

んですけれども、病院のほうに確認すると支払っていないという方もいるも

のですから、あくまでも高額療養費の申請につきましては領収書を持ってき

てもらうということです。 

○委員長（須佐 衛君） 質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 歳出なんで、まず１点目に保険給付の問題は今補佐

のほうから99.6％ぐらいのあれだという、この233ページのところでいきま

すと、その辺は、先ほどの話を聞いていると、いわゆる被保険者の減少とい

う問題があるように思うんだけれども、１人当たりの医療費の増減という面

ではどういうふうに予算上は組み立てているのかなというのが１つと、あと

２つ目で、これはどうしても今後の問題で関連してくるんだけれども、前期

高齢者の納付金と介護の納付金、また場合によって連動して高額療養費とい

う形のものとがこれからもどんどん増えてくるのかなと。申しわけないけれ

ども、団塊の世代の問題というのがすべてこれから国保、介護保険の問題に

影響してくる。 

今までは保険料を払っていただく側にいたんだけれども、これからは給付

を受ける側に変わってきたわけで、そうするとこの辺のやっぱり増加という

ものが当然それぞれの計算をされて、後期高齢者の支援金だとか介護の納付

金等々というのが出ていくと思うんだけれども、この辺はもううちの町でい



えば、今の団塊の世代のどんどん高齢化が進むことによって、相当増えてく

るというふうに見込まれているのかしら。その辺についてどういうふうにお

考えかまずお伺いします。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  先ほどちょっと言っ

たんですけれども、予算の積算時に療養給付費なんですけれども、前年度対

比で一般が99.6％で、退職が62.3％と大分減っています。退職者につきまし

ては一応対象が 250から 280人ぐらいなものですから、１人の方が例えば

1,000万とか2,000万ぐらい使ってしまうと、増減率が大きいもので、ちょっ

とこの辺については当てにならないと言ったら申しわけないんですけれども、

そういった状況です。 

  あと金額は小さいんですけれども、療養費が伸びていまして、一般で前年

度対比で154.7％、退職が146％と伸びています。それで、療養費につきまし

ては、金額的には柔道整復師の関係が大きいものですから、この辺が一応国

とかは平成25年度については非常に厳しくチェックをするということです。 

  あと被保険者がマイナスになっていますから、このぐらいかなとは思うん

ですけれども、あと賀茂地区の関係なんですけれども、河津町が３月から７

カ 月 間 の 状 況 で 、 多 分 こ れ 新 病 院 が 開 設 さ れ た も の で 、 前 年 度 対 比 で

111.9％と非常に伸びている状況なんですよ。10％伸びますと、東伊豆町で

は１億2,000万か3,000万ぐらい伸びるもので、この辺が一番怖いような気が

します。あと南伊豆町さんなんかも伸びていますもので、ちょっと関係ない

ような気がするんですけれども、何で伸びているのかなと思うんです。 

  あと医療費につきましては、１人当たりが静岡県下で14番目ということで、

この辺についてはそんなに高くはなかろうかなとは思っています。 

  あと後期高齢者支援金とか介護納付金につきましては、計算式が非常に複

雑なものですから、ですけれども、この辺についても減ることはないという

ふうに考えています。そういったことです。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君）  補足です。一番山田議員が危惧されている

ところだと思いますけれども、今後この郡下にとりましても、今、補佐が言

いましたけれども、１人当たりの医療費がうちの町は14位ですけれども、35



市町あるうちに郡下で西伊豆が１番、河津町が４番、南伊豆町が７番、うち

の町が14番と。県平均でいっても１人当たりの医療費がこれは23年度ですけ

れども、29万2,000円に対して、うちの町が29万5,000円と、ちょっと若干で

すけれども、平均をちょっと上回っている。 

  この間４月の議会のときに皆様方にお願いして、国の国保制度についての

負担金や支援の強化を求める意見書を出していただきましたけれども、この

郡下に対しますと、国民健康保険事業の健全化、医療費の抑制が一番大事な

んだけれども、高齢化が進んでいる中、被保険者の減少の中では、一日でも

早く県の国保事業、広域化、これがやっぱり一番望ましいんではないかと思

いますので、今後皆様方の御協力を得て、広域化がすぐにできるように働き

かけていただきたいと思います。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 広域化も勉強してみると、今の例えばうちの町がと

いうような法定外の繰り入れなんかがなくなるんだよね。そうすると、かえ

ってそういうもの自身を全部取り除くというふうな方向で広域化が動いてい

くと、結果的には今よりも相当高くなる危険性が広域化の中にはあるんでは

ないかと。だから、県が責任を持ってやってくれて、県が今よりも責任を持

って、市町の特に我々から見れば静岡市とか浜松市とかという政令都市があ

って、そういうところも中心に国民健康保険の会計が運営されていくことに

よって、全体として安定化していくならいいんだけれども、かえって静岡や

浜松でも結局年寄りと余り収入のない人ばかりだと。そこへ来て、市町の今

までの法定外の繰り入れがあちこちでやっていたのが取り払われると、かえ

って広域化によって税が上がってしまう面がありはしないかというのが今の

制度設計上の問題としてあるという面もあるので、非常にこの広域化も簡単

ではない。 

  町長さんや職員の皆さんが少し楽になる部分もあるかもしれないけれども、

一般町民とすると、広域化になったから安くなったり、このいっときの高齢

化の進展に対して税の負担が急激に上がっていかないのかと思ったら、そう

じゃなくて、やっぱり上がるものは上がるというところが余り変わらないと



いうことも言われているので、やっぱり広域化もちょっと考えながら、本当

に町民にとってプラスならいいけれども、マイナスの部分が大きいと、やっ

ぱり今の国全体の過疎と人口の集中とか、そういう問題にも絡んでくるので、

浜松のほうが調子がいいかというと、ある面派遣社員みたいな人ばかりだか

ら、国保のほうでも余りお金が払えなくて、人口構成上は若くなっても余り

収入がないんだというようなことの状況もあるようですから、なかなか広域

化は難しいなというものを感じていますよ。 

  いずれにしても、特に先ほども出たような高額療養費、高額の問題を考え

ざるを得ないんですよね。できるだけ医療費がかからない部分の取り組みと、

やっぱり在宅志望者というようなことをもっと町でも数字的にも入れて、保

健師や何かのところでもそういう取り組みが必要になるのかなと。 

とにかく病院ではすべて、病気になったら病院に入院しましょう。介護に

なったら特養に全部入りましょうということで、今後やっぱり医療、介護の

現場で町民がすべてそこへ行くことが一番幸せだというふうに思われている

とすると、ここは一番やっぱり今後国保も介護保険も破綻する要因になって

くるので、やっぱりこの辺のあり方を考える必要があって、病院の問題は特

に高額のところというのは当然救急で起こるような心臓や脳や何かの治療も

あるんだけれども、終末でやっぱり長期にわたって病院に入院するという方

が、いわゆる社会的入院みたいなものがやっぱり今かなり増えているわけで

はないですか。１年も２年も入っているという人が町内だって結構いるわけ

で、そういう部分でのやっぱり、普通に通院されるものは幾ら回数行っても、

そんなにいかないんですよ。だけど入院していることによって、相当の家族

の負担もそうだけれども、国保会計全体でも負担が増えてくると思うので、

やっぱりかかりつけ医の問題含めて、地域で暮らしていけるような医療体制

というのか、病気とのおつき合いの仕方をやっていく必要があるんではない

かなと思うんですけれども、いかがですか、課長さん。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君）  広域化の問題ですけれども、現行の制度で

いきますと確かに負担が大きくなろうと思いますけれども、平均しますと、

この郡下だと若干はよくなるのかなという気がしますけれども、それは公費



負担の分の国の援助がどこまでいくかということだと思いますけれども、あ

とそのほかについてもやっぱり健全化をするにも医療費抑制、いろいろなこ

れから事業に取り組まなければならないかと思いますけれども、いかんせん

この町に対しますところの国民健康保険というものは今後本当に大変な時期

が来るんではないかと思います。私たちもこれから年とっていくわけですか

ら、本当に心配ですけれども。 

（「余り心配してないようだけれども」「町としては国

の支出がありま すからね」の声あり） 

○１４番（山田直志君） よく言われるような年齢別の医療費推計なんかで見

ると、やっぱり70歳から75歳というのが一番医療費がかかるわけじゃない、

そうすると、これから今団塊の世代が65になって、これから例えば５年間何

をするかというのがすごく大事なのではないのかなというふうに思うわけさ。 

70になったときに、今たしか団塊の世代、あの世代はもう22年、23年、24

年とかというのは町内でも何百人もいるわけですよ。そういう人たちが健康

な形で70を迎えていくのか、75になっていくのか、その300人、400人の人が

やっぱり１割が病気なのか、２割が病気になっていくのか、その状況という

のは国保の関係では物すごく介護保険以上にやっぱり大きなものがあって、

そうするとこの５年間どういう形でそういう方々を医療費抑制というか、こ

こでいえばそうだけれども、一般会計でもいえば、やっぱり健康づくりの形

の中でどういうふうに指導して、全体旗を振って、健康に暮らしていただく

のかということを、心配なら再任用なんていう制度もありますから、そのま

まやっぱり課長さん、心配なことを片づけていかれてもいいかと思いますけ

れども。 

○委員長（須佐 衛君） 質問ですか、今の。 

○１４番（山田直志君） そう。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君）  確かに言われるとおりで、一番健康増進事

業についても一般質問なりでいろいろと出ていましたけれども、いかに健康

増進に努めらせるか、どういう事業があるのか、健康づくりの増進係にもも

う少しその辺の年代の者が参加できる事業、それからどのような団体、もう



少し調査をして、より多くの人が参加して、健康増進に努めていただくよう

な事業を考えるということの指導はしましたので、期待をしていると。 

○１２番（居山信子君） 今のことの関連ですが、これ介護保険で23年の決算

で指摘をして附帯決議がついている内容です、今のやりとりをしていること

は。これは健康づくりということと同時に、介護予防というふうなことで、

非常にどう取り組むかということ、単に健康づくりの視点だけでなく、私が

再三指摘をしている生涯学習の視点からも、この小さな町なので、今の非常

にお金もあって暇もあるそういう高齢者の皆さんの多様なニーズに応えられ

る、そういう受け皿がうちの町に用意されているかというと、非常にそうい

う面が心配なわけですよね。 

健康づくりで運動しましょう、何をしましょうだけでなく、やはり知的な

そういう部分も含めて、一歩外に出てもらうようなそういう取り組みという

のを、それぞれの課が単発的に行うんではなくて、もう全庁挙げてその取り

組みをしていかなければ、先行き国保に限らず、介護保険のことも大変心配

な状況になりますので、今やっていけばまだ間に合うというふうに思います

ので、ぜひこの辺は附帯決議等厳重なものをつくって、町のほうに上げたい

というふうに考えますので、いかがですか。 

○委員長（須佐 衛君） 質問ということでよろしいですか。 

○１２番（居山信子君） はい、質問。答えてもらって。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君） 今その附帯決議の中の事業につきましては、

本当に私ども危惧して、横の連絡もとってやらなければならないということ

を痛切に感じていますので、引き継ぎ事項といたしましても、それも残して

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○６番（藤井廣明君） 若干関連するんですけれども、課長なんかの答弁でも

予防医学的なそういうことに力を入れていきたいというふうなことなので、

例えばいきいきセンターありますよね、旧ヤオハンのところの。あそこのと

ころの中に健康マシンみたいなのが何カ所かあるんですが、そこなんかは誰

でもふらっと行ってやれるようなふうにはならないですね、今。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 



 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時１３分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

いろいろ出ましたけれども、質疑はいかがでしょうか。 

○１０番（鈴木 勉君） 249ページと251ページにまたがったことでちょっと

聞きたいんだけれども、出産一時金が840万円と葬祭費が200万計上してある

んですけれども、この出産一時金の１人額、それから葬祭費の１人額はどれ

ぐらいの金額になっているんですか。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  出産費につきまして

は１人当たりが42万円です。それと葬祭費につきましては５万円です。昨年

度よりか大分伸びているんですけれども、今年というか年末から亡くなる方

が非常にいまして、そういった内容です。 

○１０番（鈴木 勉君）  ここに出産が420万円という形の中でいくと、単純

計算で大体20人分ぐらいですよね。出生がね。お亡くなりになる方が40人と

いう形の中の金額になるんじゃないかなと思うんですけれども、金額的には

妥当かどうか。非常に出産する方が少ないんだと言われて20人という形なん

ですけれども、このことについては結婚する方だとか、いろいろな想定がつ

きますから、数字的には多いか少ないかというものがそんなに差は感じない

んですけれども、葬祭費に関しては、非常にここのところ葬祭屋さんが繁忙

期に入っておりますものですから、この40人という数字がちょっと過少的な

見積もりではないのかなという心配事がありますけれども、そこら辺はいか

がですか。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  出産される方につき

ましては、一応今日現在が17名なもので、あと３人分ほど残っています。 

  あと葬祭費につきましては、12月に補正させてもらいまして、急激にばた

ばた、失礼なんですけれども、亡くなったものですから、お葬式のときには



やはりお金がかかるもので、届け出が来た場合にすぐに出したいものですか

ら、待ってくれではちょっとまずいなと思いまして、余計ということはない

んですけれども、50万円増ということで予算措置させてもらいました。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君）  補足ですけれども、確かに死亡者かなり多

いわけですけれども、全部が全部国保ではありません。後期高齢者、社保い

ろいろとあります。これに掲載してあるのは国保だけなものですから、この

辺が数字になっています。御理解願います。 

○１０番（鈴木 勉君） ああ、そう。対象者が国保だけね。出産もそういう

こと。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君） そうです。これ全部国保ですから。 

（何事か言う声あり） 

○健康づくり課長（稲葉彰一君）  だから、通常75歳以上でお亡くなりになる

と後期高齢者のほうからお金が出るものですから、国保からは出さない。 

○１０番（鈴木 勉君） ごめんね、初めて聞きました。ありがとう。75歳以

上はほかから出るのね。 

○委員長（須佐 衛君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、議案第31号に対する質疑は終結いたします。 

  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（須佐 衛君） 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31号 平成25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。 

  本案は原案どおりに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（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

りに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附帯決議を

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。 

○１２番（居山信子君） 先ほど議論の中で出ておりますことについてぜひ附

帯決議というふうなことで、全庁挙げての取り組みをお願いしたいというこ

とを附帯決議でつけていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょ

う、皆さん。 

○委員長（須佐 衛君） これは健康づくりという面……。 

○１２番（居山信子君） だけでなく。 

○委員長（須佐 衛君） 全体にということですか。 

○１２番（居山信子君） 全体の面で。 

○委員長（須佐 衛君） ただいまの意見を報告書に附帯決議として付するこ

とに御異議ありませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（須佐 衛君） 全体的なまとめとしてつけるという形なんですか。 

○１２番（居山信子君） 可能ならばですけれども、今国保でやっていますか

らあれですけれども、場合によったらこれを介護のほうにも附帯決議を入れ

ていただく。これから審議していきますので、内容的なものが若干ニュアン

スが変わってくるかもしれませんけれども、それにしても国保での附帯決議

ということをお願いしたいというふうに思います。 

○６番（藤井廣明君） こういう国保の会計をどんどん増大させるという形に

なってこようかと思うんですけれども、それを何とか抑えていくという形で、

今、居山さんも言っていたと思うんですけれども、そういう自分の言葉で言

えば予防医学的な、何かそういうことをやる必要があるのかなというふうな

ことで先ほどちょっと質問したんですが、そういう今がん検診であるとか、

あるいは脳ドックまで含めた検診なんかに町も補助しているというふうな、



そういう政策はあるんですけれども、さらに幾つかの政策を考えられないか

ということで、先ほどちょっと質問したように、いきいきセンターとか、幾

つかでこういうトレーニングをやっているんですけれども、それなんかもも

う少し入りやすくしていくような、今聞いたら１回登録した人でないと、ち

ょっとなかなか行けないんだというふうな話もしていましたんですが、その

辺なんかも誰でも気楽に行ってやれるような方法を考えてもらえないかとい

うのが１つ、ちょっとまとめにくいですが、そんなふうなつもりで先ほど質

問させてもらいましたものですから。 

○委員長（須佐 衛君） では、ちょっと委員長ですけれども、その辺は健康

づくり課のほうでいろいろなプログラムですとか、アスド会館でやったりと

か、いろいろな形で保健福祉センターとかでやられていると思うんですけれ

ども、それもやはりもう少し告知を図りながら、みんな入りやすいようにと

いうことですか。 

○６番（藤井廣明君） そうです。 

○１４番（山田直志君） 今の問題でいうと、筋トレについてやっぱりなぜ登

録制かというのは、訓練のやっぱり効果を確認する部分と、では、誰かいろ

いろ来て、やっぱりオーバーワークして事故やけがにつながらないかという

部分もあって、だから基礎体力や何かをはかって、では、あなたはこの程度

のメニューをやってくださいとかという、それを例えば１カ月にとか、２カ

月、３カ月に一遍はかったりして、それに対して１人１人に対してメニュー

を提供しているわけだから、誰もが行って、誰もがやれる部分というのがい

い反面、やっぱりそういう面は事故やいろいろな形につながる面もあるので、

それは今までの考え方からかなり変えていかなければいけない部分もあるの

ではないかなと思うんですよ。 

（「ぜひ変えていってほしいですね」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 今の御意見なんですが、当然14番の言うこともよく

わからないではないんですけれども、今現実問題として、やはり取り組んで

きた健康づくりというもので今後も進めていくということでは十分でないよ

うな気がいたします。本当に根本的な形での見直しをしながら、誰もが取り



組みやすい、そういう、一例を挙げますと、私たちの委員会で視察をしたあ

そこは何でしたっけ、佐賀県の武雄市などでやっておりましたけれども、こ

ろばん体操みたいなものを常時ケーブルテレビなどで流しながら、いろいろ

な健康づくり、また介護予防等のそういう取り組みをしたり、本当に特定の

人が登録をしてやるということでなく、自然な形で、どこに行っても必ずそ

ういうような運動から何かが始まるみたいなことも含めた形での健康づくり

への取り組み、それは先ほど言ったように、いきいきセンターもシルバーの

指定管理というふうなことになると、なかなか使い勝手も悪いというような

こともありますので、すべてここでもってもう１回ゼロ発進するぐらいの観

点で、先ほど来14番が指摘なさっている団塊世代云々も含めた形の本格的な

病気にならない生き方、介護が必要にならない生き方、健康寿命を延ばして

いく生き方というものを今あるものだけでなく、町独自でもう少しみんなで

新たなものを模索しながらやっていく。そういう意味で国保の領域ではあり

ますけれども、全庁挙げての取り組みというようなことをぜひ１項入れてい

ただく中で、先ほどの藤井議員の発言も含めた、そういうものを私としては

望みますが、いかがでしょうか。 

○委員長（須佐 衛君） いかがでしょうか。 

  健康に関しては人それぞれ非常に気遣っている方もいれば、体に対して無

頓着な方もいるということで、それでやはり病気が進むということもあるか

と思います。そんな中で、今健康づくり課がやられているそのプログラム、

もう一度それを検討し直すと言うとあれですけれども、またひとついろいろ

なアイデアを加えてということでしょうか。 

○１２番（居山信子君） そうです。 

○健康づくり課長（稲葉彰一君）  今言われているように、行政としてやるべ

きことはそれはしっかりとやっていきたいと思いますけれども、健康の面に

ついては個々の管理、それが一番大事だと思いますので、その辺の意識づけ

もするのも行政の１つかと思いますので、その辺にも力を入れて、自分の体

は自分で守る。居山議員が言うように、地震のときには自分の身は自分で守

るではありませんけれども、健康も確かにそうだと思いますので、その辺の



認識づけもしていきたいと思います。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２６分 

 

再開 午後 ２時３１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

では、そういう形で意見を取りまとめて附帯決議にするということで御異

議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、委員会報告書に附

帯決議をすることに決しました。 

  では、暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３１分 

 

再開 午後 ２時４５分 

 

○委員長（須佐 衛君） 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32号 平成25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。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 全体のこれは後期高齢者の予算が減になっていると

いうのは、被保険者の人数等によるものなんでしょうか。要因をちょっとお

聞かせいただきたい。 

  ２つ目に、普通徴収の保険料徴収なんですが、金額はあれなんですが、収

納状況等の今の課題はどうなんでしょうか。 



○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君） 予算に関しましては、

ほとんどが後期高齢者の連合会のほうから通知が来まして、それにのっとっ

て一応予算のほうをつくってあります。 

  滞納者の状況なんですけれども、滞納繰越分の滞納者につきましては、本

日現在が55名ということです。この方につきましては年金収入が全くない方

とか、年金額が18万円に達しない方とか、１人世帯とか、そういった方が滞

納をされています。そういったことですけれども。 

○１４番（山田直志君） 広域でやっているんで、大体予算の問題だけなんで、

全体の問題ですけれども。普通徴収の問題なんですけれども、そうすると今

のあれでいくとかなりの部分が生活保護対象に等しいのではないかというふ

うに思って聞いたんですけれども、その辺の状況とか、また福祉係との連携

とかというものなんかはいかがですか。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  予算につきまして、

特別徴収の方が７割、それと普通徴収の方が３割ということで予算計上をし

てあります。それで、収納率の関係なんですけれども、昨年度の収納率が現

年度で97.81％ということで、ほとんどの方が納税されているというか、

前々年度が98.27％なもので、若干は下がっているんですけれども、ほとん

どの方が納付されてくれています。それで、申告してくれれば保険料が一応

９割軽減と、非常に安い金額なものですから、何で滞納するのかなと不思議

には感じられるんですけれども、この辺がほとんどの方がまじめに納税され

てくれていますから、本当に収入がない方が滞納されているのが実情だと思

います。 

  それで、福祉の関係ですけれども、後期高齢者に限らず、国民健康保険の

場合についても福祉係が横なものですから、相談というのではなくて、話だ

けでも聞いていったらどうかということは申し上げています。あと滞納整理

でもなかなか通知とかをごらんにならない方がいるものですから、前の担当

なんかパソコンで打って、文字で掲げて説明なんかしているんですけれども、

なかなか高齢の方とかは言っても理解ができないというか、そういう方が滞

納になってくるのではなかろうかと一応感じていますけれども。 



○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

○６番（藤井廣明君） ちょっといいですか。後期高齢者医療制度というのは

何か一時期ちょっと廃止にされるような方向を考えられていたような気がす

るんですけれども、そんなことはなくて、ずっと永続的な制度として定着し

ていくんでしょうか。 

○健康づくり課課長補佐兼国民保険係長（石井尚徳君）  来年の３月で後期高

齢者制度が一番最初のときにはなくなるというような話を聞いているんです

けれども、政権が変わりまして、その辺がどうなるかというのはわからない

ですけれども、少なくとも来年の３月になくなるということはないと思いま

す。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 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。 

  討論はありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 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32号 平成25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に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（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

りに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附帯決議を

付したいと思います。要望事項や希望意見はありますか。 



（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） なしと認めます。 

  以上で後期高齢者医療特別会計の質疑を終了いたします。 

  では、休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５３分 

 

再開 午後 ２時５３分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  お諮りいたします。本日の会議はこの程度のとどめ、延会したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延

会することに決しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

延会 午後 ２時５４分 
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（須佐 衛君） ……（録音漏れ）……当委員会に付託されました議

案第33号 平成25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。 

  質疑の対象を歳入全部といたします。 

  質疑ありませんか。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） すみません、前回に引き続きまして議事

録作成のためのＩＣレコーダーの使用の許可をお願いいたしたいですが。 

○委員長（須佐 衛君） よろしいですか。 

（「結構です」の声あり） 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） ありがとうございます。 

○委員長（須佐 衛君） では、質疑をどうぞ。 

（「歳入だけですか」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） とりあえず歳入だけ。 

○１４番（山田直志君）  歳入の275で介護保険料の関係なんですけれども、

特別徴収の階層ごとの人数と、あと普通徴収の収納状況等をどういう算定を

されているのか、その辺をお聞かせください。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） ただいまの特別徴収保険料の階層ごとの

人数ですが、１段階が62名、第２段階が557名、第３段階が647名、第４段階

が1,309名、第５段階が1,053名、第６段階が434名、合計4,064名ということ

で算定させていただいております。 

  段階の説明はよろしいですか。 

（「いいよ」の声あり） 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） それと、普通徴収保険料の…… 

（「もっと大きき声で言って」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） お話し下さい。 



○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 普通徴収保険料の収納率ですが、予算上

は収納率90％で計上させていただいてございます。 

  以上でございます。 

○１４番（山田直志君） そうすると、なかなか普通徴収の部分でいうと収入

が非常に年金収入少ない方なんですが、やっぱり滞納繰越の問題にまたさら

につながっていくというようなことが見受けられるんですが、これらについ

ては対策をどのようにお考えですか。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） ちょっとデータ的には古いんですが、当

町、普通徴収と特別徴収の割合、パーセンテージでいきますと、これ平成22

年 の ４ 月 １ 日 の デ ー タ な ん で す が 、 県 平 均 で い き ま す と 、 特 別 徴 収 が

90.83％ 、 普 通 徴 収 が 9.17％ 。 当 町 は 、 特 別 徴 収 は 84.5％ 、 普 通 徴 収 が

15.5％ということで、県平均に比べまして６％以上普通徴収が多く、特別徴

収が少ないと。これだけとってみても普通徴収の対象者という方は、無年金

の方か年金を年額18万円以下、あるいは年度途中に65歳になられた方は、そ

の年度は普通徴収になりますので、この団塊の世代の方たちがなってきます

ので、当然普通徴収の方が増えるとは思うんですが、翌年度以降は特別徴収

にいくんではないかと。 

  そういう中ですが、一応県下で２番目に特別徴収の割合が低い町ですので、

収納率の低い普通徴収の収納率については頭を悩めているところで、これに

つきましてはやはり根気よく収納に回るしか今のところ有効な手だてはない

かなと。 

  あと１点困るのは、年金担保に、いいですか、これ。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時３５分 

 

再開 午後 ９時３７分 

 

○委員長（須佐 衛君） 再開します。 



  ほかに質疑ありませんか。 

  すみません、委員長から１点よろしいでしょうか。 

○１番（須佐 衛君）  275ページのその負担金なんですけれども、介護認定

審査会負担金、これは昨年発生していなかったものだと思いますが、これの

説明をお願いします。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） この負担金につきましては、介護認定審

査会負担金ということで賀茂郡で賀茂郡介護認定審査会という審査会を設け

ておりまして、その中でうちの町と河津町が第１合議体、南伊豆が第２合議

体、松崎町と西伊豆町が第３合議体ということで、賀茂郡の介護認定審査会

を運営するに当たりまして、２年交代で幹事長がかわる形になっています。

河津町から始まりまして、松崎町が昨年まで、25、26が当町が幹事長でござ

います。 

  そのときに賀茂郡の介護認定審査会に所属しています委員の方、三八、二

十四名の委員報酬ですとか費用弁償ですとか、あるいは出張旅費ですとか、

そういうものを幹事長の町の予算で執行することになっておりますので、う

ち以外の賀茂の町から一応負担金をいただきまして、賀茂郡介護認定審査会

事務を執行すると、そういうような形になってございます。10年に一度回っ

てくるようなんですね。 

○１番（須佐 衛君） じゃ、もう１点。 

  277ページの財政安定化基金支出金というところなんですけれども、こち

らの交付金が、昨年の交付金が1,040万、これが今年がほとんどないような

状況ですが、これについてお願いします。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） この財政安定化基金につきましては、昨

年度の1,045万5,000円につきましては、この第５期の計画、27、25、26です

ね、この３年間の介護保険料の高昇を、要するに伸びを抑えるために国のほ

うが決定したもので、今まで町とか県で、町なんかも拠出していました財政

安定化基金を保険料を抑えるために全国の各市町に交付したと。それは１回

こっきりなものですから、その３年間のいつ使ってもいいということで交付

を24年度に、今年度受けております。25年度以降はもうないという形になり



ます。 

  以上でございます。 

○委員長（須佐 衛君） 歳入に関して質疑はよろしいでしょうか。 

○６番（藤井廣明君）  276のところにあります支払基金交付金の第２号被保

険者介護給付費ですか、これが若干上がっているんですが、これの原因とい

いますか、どういったことかちょっと御説明いただきたいんですが。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） ここの第２号被保険者介護給付費交付金

というのは、簡単な言い方をしますと２号被保険者、40歳から64歳までの方

の保険料という、言い方は交付金ですからちょっと合わないですが、これは

支払基金のほうでうちの町の、例えば前年度とか今年度の伸びを勘案しまし

て決めてくるもので、基本的なことを申し上げますと、介護給付費というの

は半分が公費、要するに国県、町で賄うと。残りの半分が65歳以上の方の

保険料と40歳から64歳までのこの２号被保険者の方の保険料で賄うようにな

っています。それが１号の方が21％、２号の方が29％を一応納めていただく

形になっておりまして、その方たちにつきましては各医療保険に上乗せで一

応納める形になっています。その医療保険に上乗せされた中から支払基金の

ほうで当町の伸び率等を算定して、一応向こうで交付決定をしてくると、そ

ういう形になってございます。 

（「結構複雑ですね」の声あり） 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 昔は19％だったんですが、だんだん１号

被保険者の負担率が18％だったのが19になって、20になって、だんだん上が

ってきて。 

（「ありがとうございます」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって歳入全部の質疑を終結いたします。 

  次に、質疑の対象を歳出全部といたします。 

  質疑ありませんか。 



○１０番（鈴木 勉君）  288ページの居宅介護の住宅の改修費のことでちょ

っとお聞きしたいんですけれども、今年計上してある金額と前年の比較がち

ょっと違うんだけれども、減額した要因というのは何なのかな。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） これは実績によりまして、減額をさせて

いただいております。一応年間、昨年42人ほど見込みましたが、最終補正で

も減額させていただきましたとおり、そこまで利用者がおらなかったもので

すから、新年度につきましては年間 32名ということで、平均的には 12万

9,625円という形で414万8,000円を計上させていただいております。これは

やはりある程度その年その年で波がございまして、目的を住宅改修だけやっ

て、もうサービス要らないよという方もいらっしゃいますし、もう既に１回

やってしまうと２回目ができませんので、２回目ができる要因といたしまし

ては、例えばアパートの方が引っ越しをして、また新たにつけたいとか、介

護度が３段階以上変わらない限りは１人１回ですので、ある程度一度行き渡

ってしまうと、若干下がるような要因はございます。 

  以上でございます。 

○１０番（鈴木 勉君） 介護度と、それから改修した人というのは、今１回

やったというのはわかるんですけれども、新たな病気の発症という形はどう

いう現状で見て、申請の人数的には10人ほど減っているわけなんだけれども、

その現状の中はそういう形、これから今の病気をしている方たちが介護度認

定が上がったりして、自宅の改修を望むとかという、そういう状況というも

のも加味してこれ10人というものを減額したのかな、わからないか。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君）  そうですね、今認定者650名ぐらいいる

中で、かなりの方がもう住宅改修が済んでいますので、新たに新規で入る方

はもちろん、その方たちが主に住宅改修をやるものですから、その中で一応

組ませていただいております。 

  この414万というのは決して少ない数字ではないものですから、過去には

１年間270万ぐらいの年度もありましたので、この400万、500万というのは

かなり多いほうの数字で盛ってございますので、もし足りないようなことが

ありましたら、もちろんそのときは補正で対応させていただくんですが、項



目も何でもかんでも住宅改修できるわけではございませんので、段差の解消

ですとか手すりの取りつけですとか、和式便器から洋式便器への取りかえで

すとか、滑らない床の構造にするとか、それに附帯する工事ということで一

応５項目になってございますので、それと新築のものにはだめなもので、あ

くまで改修ですので、できた家を改修していただくと、そういうような形に

なってございます。 

  以上です。 

（「ありがとう」の声あり） 

○１２番（居山信子君） ちょっと教えていただきたいと思いますけれども、

この辺に該当するのかどうか、290ページの地域密着型のその辺の経費の関

係とかも含めて、今後の地域包括ケアというようなものが予算の中にどうい

うふうにあるのかということを教えていただきたいと思いますし、現実、う

ちの町として、やはり医療と、それから介護と、その辺の連携をとって、24

時間のヘルプも含めて今後の地域包括ケアということが非常に大きな課題に

なってくることだというふうに思いますが、現状24時間のヘルプはうちの町

はなされていないということですよね。その辺もあわせてちょっと教えてい

ただきたいと思いますが。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 包括ケアにつきましては、予算的にはネ

ットワークの構築、今現在そこに重点を置いていますもので、地域包括ケア

会議というのを年２回から３回今開催しております。 

  この内容というのは、他職種、いろいろな職種の人に集まっていただいて

おります。例えば弁護士さん、司法書士、警察、それから民生委員さん、ボ

ランティア協会、それから３カ所の病院のケースワーカーさん、あとは行政

関係と、そういう中でいろいろお話をしているんですが、前回、先月ですか、

そのときには地域包括ケアの一応勉強会を開きまして、今後相談業務の中で

そういう方が、例えば困難な事例等があった場合は、その方に必要な方を招

集して、その方をバックアップするための会議を開くと、そういうような内

容になっておりますが、これは会議のときも無料で参加していただいていま

すので、どだい予算的なものは盛っていないんですよ。というのは、連絡を



する郵便代とかそういうものだものですから、そういうものは予算に計上し

てございますが、事業としての大きなそういうものは今のところ盛らずにや

っております。そういう状況です。 

  それから、24時間の随時対応型につきましては、やっているところが県内

で今３カ所です。これにつきましては、この半期の情報が来ているんですが。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５１分 

 

再開 午前 ９時５１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 再開します。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 現在、静岡県で３市が実施してございま

す。静岡市、それから富士宮市、伊東市だったと思いますが、半期で３月か

ら８月サービスなんですが、この３市17件しかサービスが動いてないんです

よ。結局伊東に１カ所、富士宮たしか１カ所、あとは静岡なものですから、

結局なかなか参入しても利用がないものですから、どちらかというと大きな

都市を見込んでつくっている制度なものですから、この１万3,000人のこの

規模で、結局24時間で電話を受ける方もそれなりの経験を持ったコールセン

ターに職員を24時間配置しなければならないものですから、状況に応じてそ

こへ行ってくれ、あそこへ行ってくれという話になるものですから、結局事

業として成り立たない可能性のほうが高いもので、今のところ参入というお

話がないんですよ。 

  この間国の方ともお話ししたんですが、今後例えばこれは地域密着型です

ので、伊東市に１件あるとはいえ、それは伊東の指定になっていますので、

それがうちの町がそこを一緒にこっちまで来てくれということで指定ができ

るかどうか伊東市との協議もしなければいけませんし、その事業所自体がこ

ちらまで来るつもりがあるのかどうかということも確認しなければいけませ

んもので、なかなか難しいかなという部分があります。 



  以上です。 

○１２番（居山信子君） そうしますと、今はとりあえず施設があって、何ら

かの形でもうどうしようもない人は何とか待機者はいるというものの、入っ

ているのかもしれません。現実問題として、もう本当に施設が全くどうしよ

うもない状況で、しかも家族がいないひとり暮らしで、そういう方々が介護

度が上がってきて、そして自宅で昼間はヘルパーさん来てくださったりなん

かすると。しかし、夜になると現状で聞いてびっくりなんだけれども、県下

でまだ３市、しかもわずか数カ所。利用がそういう形で17件というものの、

これは私これから増えていくというふうに思いますね。 

  自宅で本人も我慢しているんだと。家族も我慢して介護していると。また

家族も若干若くてそれができるんだけれども、もう老老介護になったときに

介護の悲惨な状況みたいなものが、共倒れ現象が現実あちこちで見えてない

わけではありませんので、今後非常にこの体制をしっかり整えてくれません

と、非常にサービスのメニューとか全体的なものというのは、うんうん、こ

れでやってくれれば大丈夫かというふうに思っても、現実そういうサービス

がきちんと整備をされていない状況の中では、保険あってサービスなしとい

う、こういう当初から心配している状況というものが、今後ますます増えて

いく心配がございます。 

  ですので、まだ今利用がないからいいやというふうなことでたかをくくっ

ていますと、実際現場でもって、ぐんとそのニーズが上がってきたときの対

応がとれなくて、さまざまな問題を引き起こしてくるのではないかというこ

とで、その点を今後に向けて担当としても十分にケア会議等が開かれている

とはいっても年に二、三回。 

  これがまた無報酬ということは、ちょっと申しわけない限りで、みんな忙

しい人たちに来てもらうのに、無報酬になっているのかということをちょっ

と私聞いてもいいんでしょうか。わかったら教えてもらうのと、休憩にして

教えてもらってもいいんですけれども……。 

（「一般質問みたいになっているけれども、予算だから

ね」の声あり） 



○１２番（居山信子君） いいよ、休憩にして教えてくださってもいいし、実

は私たちこの介護保険制度そのものが、私はスタートからずっと見ているけ

れども、本当にわかりにくい中で新しく入られた方々が、ある意味こういう

場が勉強の場なんです。それはだからもう、課長笑っているけれども、自分

がもう今年で終わるから、絵に描いた餅にならないようになんて昨日も保健

福祉センターで言っていたんだけれども、そんなことあなたが言っても身も

ふたもないでしょう。 

  そんなことで絵に描いた餅が行政のそういう計画書だというのがこの間は

よくわかりましたけれども、ちょっとそんなことでケア会議のその辺も含め

て課題があるんじゃないかなというふうに思います。 

  あともう１点教えていただきたいのが、298ページの１次予防事業費の関

係の中での内容についての御説明をいただきたいというふうに、215万1,000

円の計上をされております。この辺について伺いたいと思います。 

○委員長（須佐 衛君） 12番、居山委員、今の最後の質問ですけれども、何

ページの。 

○１２番（居山信子君）  298ページです。１次予防事業費の215万1,000円の

計上をされていることについての。その前のちょっと地域ケア会議もろもろ

含めて、休憩で御説明していただいて。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 今、休憩中でよろしいですか。 

○委員長（須佐 衛君） まだ休憩していないので、答えられる部分に関して

答えて。 

（「差し支えないところで答えてください」の声あり） 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 地域包括ケア会議につきましては、郡内

でも多分やっているのはうちと下田市ぐらい、まだそんなものだと思います。

ちょっと定かでないですが、どこもこれは要綱つくるときも、ほかを参考に

させていただいた中で、どこも報酬はなかったものですから、そういう形だ

と思います。 

  それとあと、当町夜間24時間対応型はないんですが、うちの町の事業所に

よってはかなり深夜１時、２時ぐらいまではヘルパーさん、サービスしてい



ますので、よそに比べれば、かなりその辺は柔軟に対応していただいており

ますので、その辺もちょっと安心している部分もあります。もちろんそれで

やらないということではなくて。 

  ただ、町が、行政が募集をかけても、やはりそれに参加してくる事業所が

なければどうにもならないですし、結局その辺がなかなか難しいところで、

計画に組んでも参加してこない。もちろん商売でやっていますので、その辺

はまた難しいところで、今後その辺は課題としてやっていきたいな。もちろ

んやらないわけではございませんので。 

  ただ、その人件費が１日通してコールセンターに看護師さんを置く。その

中で１日１件とか２件の利用では、とてもその人件費が賄えないのではない

かなというような気はします。 

  １次予防事業の215万1,000円の内容ですが、これにつきましては報償費、

需用費、役務費ということで、これは１次予防ということで、虚弱じゃない

一般の高齢者、過去には一般高齢者施策と言われていた部分で、一般的な虚

弱じゃない高齢者を対象にした報償費のほうが72万2,000円ということで講

師謝礼になっております。それから、あと需用費はそれに対応しますコピー

用紙ですとか血圧計の電池ですとかそういうものになります。役務費は教室

案内の郵便料等になってございます。プログラム的には、プールの教室が…

… 

○委員長（須佐 衛君） 休憩しますか。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） ちょっと休憩してください。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０１分 

 

再開 午前１０時０１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 再開します。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） プールの教室がアクアエクササイズア



ンドリラクゼーション教室というのが定員60名が２教室ですか、それと流

水筋トレ教室と、これが新しい教室で流水マシーンを使った、要するに流れ

るプールのような状態にして負荷を与えるという、そういう新しい教室で30

名定員で１回と。それからＨＡＰＰＹ！アクアエクササイズ教室というのを、

これは１年間、通年通していつでも入会退会ができるような形で１教室。そ

れから、認知症予防の健脳元気塾というのを定員25名で１教室、それから健

康吹き矢教室を定員30名で、前期後期で１回、16回、16回で２クールという

んですか、それから、一応あとは東伊豆町若返り健康教室、それをいきいき

センターと保健センターのほうで通年開催、これはやはり教室募集して何日

から何日という形になると、それに入れなかったり、あるいは途中から65歳

になられた方が入れないということもありますので、これも通年開催です。

定員になるまで途中からの入会もできますし、合わなければ退会を途中でし

ていただいて、どんどんそういう形ができると。それが非常に人気を博しま

して昨年もいっぱいになってしまいましたもので、それもＯＢの方たちで１

教室ＯＢの会を自主的に立ち上げていただいて、今年２教室目をいきいきセ

ンターでまたやる予定になってございます。 

  一応そういうものの講師謝礼等の予算になってございます。 

○１２番（居山信子君） 今ちょっと伺った中で、若返り健康教室、これは何

年くらいでやって、それで今おっしゃったように定員がオーバーで２教室に

なったということですけれども、30人くらいのものなのでしょうか。いきい

きセンターでやっているわけね。 

（「そうです」の声あり） 

○１２番（居山信子君） この間ちょっと別の機会に委員の方からちょっと質

問もあったんですけれども、ひょいと行って何かひょいと気軽に参加できる、

そういうようなものがあるといいなというような御意見とかがあったんです

けれども、この場合にはその教室に登録をしなければだめですよね、当然。

それと同時に年齢は65歳以上ということですね。 

（「はい」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 私思うに、結局65歳からというのが果たしてどうな



のか。その前に、以外にちょっと落ちてしまうその60代の前半部分の人たち

が何かをやりたいなというときにまだできるメニューが余りないではないで

すか。だから、自主的にやっていくしかないというようなものがあるので、

今後やはり介護予防ということからすると、この１次予防の事業はすごく大

事になってくると思うので、いっぱいメニューは用意はしてくれてあるけれ

ども、回覧板で年の初めにお知らせが来ますよね。いろいろな運動メニュー

とか、あれが１回でお知らせに流れるだけですね。 

（「そうですね」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 御説明を。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 若返り健康教室につきましては、いきい

きセンターと保健センターでやってございます。現在実人員でいきますと、

いきいきのほうが25名、保健センターのほうが20名ということで、どうして

も会場の都合上、そこにマットを置いたり椅子を使うものですから、それで

講師も１名ですので、それ以上場所的にちょっとそれ以上は無理かなと。 

  それから、65歳以上というのは、これはもう制度で１次予防事業、特に介

護予防事業は65歳以上の方しか対象にならないです。逆に言うと、65歳以下

の方を入れてしまうと、ちょっとうまくない話になってしまいますので、で

すから、その部分については、アスド会館のほうで一般財源をもとにして先

ほどのスイミングとか流水筋トレの教室も65歳以下の方を対象にしたものも

新年度あるようですので、そういうもので一応対応はという形になろうかと

思います。 

  それから、この間のふらっと行ってというお話ですが、それは行政といた

しましてはリスク管理の面から非常に怖いところがありまして、今、１次予

防の方でも参加者の方にはどういう病歴があるのかとか、お医者さんと相談

して参加してくださいと。ふらっと来て、血圧の高い方が自転車こいで、脳

卒中起こされたとか、あるいは倒れられて、行政何やっているんだと言われ

ましても、そこのところの責任問題になりかねないですよね。 

  ですから、一応今、１次予防でもそういう基礎的な資料、情報を全部把握

した上でやっているものですから、ただその後は、職員があいているときに



誰もいないときに行って、自転車こいだり筋トレをするのがどうなのかとい

う部分、必ずそこに１人、機器なりのところに置かなければとなると、また

その辺も考えていかなければならないことなのではないかなと思いますし、

ということです。 

○１２番（居山信子君） もう１個確認で、それでは今、御説明いただいた１

次予防の事業の中で65歳以下の方でもオーケーよというのは今言ったその流

水の何とかというのが筋トレの中の流水何とか事業、これが65歳以下でもい

いですよということ。あとそのほかに吹き矢とか何か65歳以上とか。そこを

ちょっとほかにあるのかどうか、65歳以下で。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 先ほど言いましたように、私が今口頭で

申し上げたものは全て１次予防ですので、介護保険の会計から出ているお金

なものですから、全部65歳以上でないとだめです、やれません。 

  逆に、今、流水と言ったのは、これちょっとここで答弁あれですが、一般

会計のほうで、アスド会館のほうで流水マシーンを使った同じような教室で

若い人向けというんですか、その65歳未満向けの教室ですとか、ＧＯ！！ス

イミング、あとＬｅｔ’ｓアスド…… 

（「何、それ、ＧＯ！！スイミング」の声あり） 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） スイミング教室の名称ですね。それとＬ

ｅｔ’ｓ！アスドビクスというのもそういう教室の名前ですが、あと筋トレ

の関係ですね。そういうものをアスド会館のほうで一般会計の中で筋力アッ

プトレーニングですか、そういうものも含めてやっていると。 

  ですから、65歳以上は介護保険のこの地域支援事業の１次予防のままで、

65歳未満については一般会計のほうで対応しているというような形になって

ございます。 

  以上です。 

○１２番（居山信子君） それでは今１次予防のことについてはわかりました

ので、同じようですけれども、２次予防事業の内容について再度伺うところ

でございます。 

  421万6,000円の計上がされております。298ページです。 



○委員長（須佐 衛君） これは質問は、内容。 

○１２番（居山信子君） 参事わかっているよね。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） はい。 

  ２次予防の内容につきましては、やはり教室開催のための講師謝礼、これ

カラダ元気サロンというのをやっております。 

（「何元気サロン」の声あり） 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） カラダ元気サロンですね。それと元気は

つらつセミナーということで、言い忘れましたが、２次予防事業というのは、

このまま置くと介護認定に移行しかねない虚弱な方を対象とするというのが

決まりとなっております。生活機能評価というのを65歳以上の介護認定者以

外全員にお送りしておりまして、そのアンケートを返信いただきまして、そ

の結果に基づいて２次予防の対象者というのを把握しております。その方た

ち全員に一応通知とか電話も差し上げまして、一応教室案内を差し上げてい

ます。その中で、カラダ元気サロンというのがアスド会館と保健センターで

行っている教室になります。それの講師謝礼。 

  それから、元気はつらつセミナーというのが口腔、口の中の一応セミナー

を、教室を一応２回。それから、そういうものに使います血圧計の電池です

とかコピー用紙ですとかフラットファイル等の消耗品、それから、印刷製本

費は、把握事業の中の窓あき封筒ですとかそういうものになってございます。 

  役務費が、この２次予防の把握事業に使います生活機能評価とか、それら

の郵便代ですね。それとあと委託料といたしまして、２次予防事業は一つ熱

川温泉さんのほうに現在は委託しております東伊豆、何だっけな。ちょっと

お待ちくださいね、休憩お願いします。すみません。 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１１分 

 

再開 午前１０時１１分 

 



○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 委託しております、すみません、東伊豆

町健康体操教室というのを前半後半で12回12回で24回、これを保健センター

のほうで行っています。この委託料が164万4,000円と。これ熱川温泉のほう

から理学療法士が３名見えまして、実施している教室になります。 

  以上です。 

（「今、漏れていないか。通所型予防の、通所型介護予

防 の 、 す み ま せ ん 、 ち ょ っ と 説 明 が 漏 れ て い な い

か。」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 12番、居山委員、もう一度お願いします。 

○１２番（居山信子君） 今のちょっと答弁漏れがあるので、委託料のところ、

通所型介護予防の、その辺の説明も。熱川温泉病院についてもそう。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君）  熱川温泉病院に委託しているのがこれの。 

（「理学療法士が来ていて」の声あり） 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 理学療法士が３名来て、前半後半で12回

ずつ２教室、ここで委託料という形になります。 

○１２番（居山信子君） ちょっと、では聞き違えました。わかりました。 

  では、それらの取り組み、委員長すみません、１次予防、２次予防の状況

があらあら把握ができたんですけれども、私たちもこの介護保険ずっとこう

やってくる中で、一番大事な介護予防のこの推移といいますか、それから参

加者がどの程度どうなのかなというようなことと成果表もしっかりと見てい

けばいいんですけれども、余りにもメニューもたくさんあったり何かして、

なかなかわかりにくい部分があるんですが、今後この参加者を、幅広く大勢

の方に該当する方には参加をしてもらえるような、そういう呼びかけという

のがとても大事になってくることかと思いますので、通知は出してくださっ

て、本人が行くよということであれなんですけれども、やっぱり家庭から一

歩出ていくということが非常に高齢になってくると大変。そして、また仲間

がいれば案外出やすいんですけれども、知らないところに行くのが高齢者に

は精神的な負担にもなるようでして、事業的なメニューは用意はされてはい



ても、そこが今後も使いやすいような工夫をされた、そういうＰＲ方法等希

望をしたいというふうに思いますので、たくさんのメニューがある中で大変

だと思いますが、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

  了解しました。 

○委員長（須佐 衛君） 質問どうしますか。答弁を求めますか。 

○１２番（居山信子君） いただきます、答弁を。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 今議会で山田議員からの一般質問にもご

ざいましたとおり、そこが一番苦慮をしているところで、何とか参加者が増

えないかなということで、２次予防につきましては、全教室送迎つきです。

ですから、なかなか教室を増やせられないというのがそこがあるんですね。

やはりアスド会館でやるには、アスド会館の職員がマイクロで主立ったとこ

ろは回りますので、熱川温泉病院の委託事業につきましても、熱川温泉病院

のマイクロで全部回っていただいていますので、送迎までつけてもこの人数

ですから、それでこれ850人ぐらいの対象の方がいるんですが、包括のほう

でかなり電話を入れています。参加しないですかと。でもなかなか来ていた

だけないのが現状で、ただ熱川温泉病院さんのＰＴさんの出る事業なんかは、

もう２日、３日で埋まってしまうと、そういう部分はあるんですが、なかな

かやはり参加者を増やすというところが一番難しいところで、何とかそこを

クリアしようということで今話し合いをして、何とかしようということで頑

張っているところでございます。 

  以上です。 

○１２番（居山信子君）  そうしますと、今、認知症のサポーター養成講座

等々、あるいは鬱の講座とか今そちらが非常に重点が置かれているんですけ

れども、やはり介護保険が導入され12年、13年目に入るんでしょうか。 

  そういう中で改めて制度もどんどん変わってくる中で、一度やはりその辺

を介護なさる介護の家族の皆様への何ですか、説明等を含めて、東伊豆町の

介護を考える、そういう何か集いみたいな、そんなようなものの中で家族に

よくそこを理解をしてもらって、押し出しをしてもらうという。やっぱりそ

こをやらない限り、最終的には家族自身非常に負担になる、精神的な面でも



経済的な面でも、肉体的な面でも物すごい家族に負担が来てしまいますので、

やはりこぞって今回これを契機に、介護の問題ということを考えていくとい

うような何らかの対応をしていく必要があろうかなというふうにも考えます

が、その点は担当としてどんなふうな戦略をお持ちなのか、今後の推移を含

めて私たちが実際に介護が必要になったときにどうなのかな、ちょっと伺え

ればというふうに思います。もし答えにくいようでしたら、休憩にしていた

だいても結構ですけれども、一番現場がよくわかっていますので、この状況

をどういうふうにというふうなことを。予算の上ではあらあら、あらあらと

言っても、ほんのわずかしか理解ができないんですね。この膨大な介護保険

のこの辺の内容について。 

  まだ聞くことがあったからさらっと、ではすみません、やっていただいて

結構です、参事。休憩で。 

○委員長（須佐 衛君） 今１次予防、２次予防の関係ですか。 

○１２番（居山信子君） そうですね。そこも含めて休憩でいいです。 

（「休憩でよろしいですか」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１７分 

 

再開 午前１０時２１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  今のお話をちょっと。 

○１番（須佐 衛君）  その１次予防と２次予防に関連して、昨年の予算を見

ますと、１次予防事業費241万1,000円に対して次年度予算では215万円とい

うことで25万ほど少なくなっていると思います。20号のほうでは逆に、10万

ほどですか、増えていっていることがあると思うんですけれども、その辺の

予算のそういう形で事業内容が変わったのかどうか、そういうことをちょっ

と説明をお願いしたいんですが。 



○健康づくり課参事（鈴木利昌君） １次予防の減につきましては、講師謝礼

の減です。 

  内容につきましては、先ほどちょっと御説明しました流水マシーンを使っ

た教室、これが直営で町のアスドの職員が行いますので、その部分の講師謝

礼が不用になったということで、前年まではそこも外部講師に依頼して別の

水泳の教室をやったのが、流水マシーンは直営で職員がやるものでというこ

とで一応減になってございます。 

  ２次予防事業の増につきましては、先ほどの生活機能評価というのを65歳

以上の介護認定者以外の高齢者全部に送るんですが、団塊の世代の方たちが

65歳に入ってきますので、そこの発送対象者が増えたことによるもろもろの

その費用の郵便料ですとか、いろいろその辺の増加によるものでございます。 

○１番（須佐 衛君） 了解しました。 

○１２番（居山信子君） 一番聞きたいところがありました。 

  300ページのところに包括的継続的ケアマネジメント支援事業費の730万

2,000円の計上の中で、包括支援センターの取り組みについてどのような事

業の内容の展開をされているのかということ。地域包括ケアを含めた中でこ

の内容が若干当初より変わってきているのかなと。それとその位置づけとい

うようなものがどんなふうになって予算の中にあるか教えていただきたいと

思います。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 包括的継続的ケアマネジメント支援事

業費につきましては730万2,000円、ほぼ包括の職員の人件費になりますが、

ここの業務というのが、ネットワークの構築というのが業務になりますので、

当然包括ケア会議を初め、ケアマネ連絡会、訪問介護連絡会、通所介護連絡

会、あと認知症に優しいまちづくり連絡会とかそういうネットワークの各部

会の開催、あるいはケアマネ支援、ケアマネジャーの相談に個々に応じたり、

あるいは困難事例が生じたときに勉強会を開いたりとか、そういうようなこ

との予算をここで行っております。 

  以上でございます。 

○１２番（居山信子君） 包括支援センターの当初のスタート時から場所も二



転三転、さまざまな理由から変わってきて、今現在、庁舎の中の一角にある

んですけれども、そんな大事なセンターであるにもかかわらず、あれだけの

スペースで本来的な機能が果たせていくのかどうかという問題ですが、予算

を計上していく中で本当に住民が使いやすいそういう包括支援センターにし

ていくべきでないかということを私はこの場で今、初めてではなく議会の場

で再三言ってきているんです。 

  その辺で現状を今年度あの場所で、あのままやっていくということですか、

体制は３名に変わりないということなんでしょうか。もっともっと大人数が

必要になってくるセクションではないかなというふうに個人的には考えてい

るので。 

  また、先に言ったときに議会での一般質問になっていくというふうに思い

ますけれども、当面課長がお仕事、参事がお仕事する中で、また３人の仕事

があそこで十分なのか、あるいは利用者の中から何か苦情がないかどうか伺

いたいなと思いますけれども。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 新年度も３名ということであそこでやっ

ていきたいなと。当然、今後業務的には多くなっていく部署だとは思います

が、そういう中であそこにあるということが逆に言いますと、私あるいは係

長が連携して、一緒に外へ、例えば見守りネットワークで緊急事態が発生し

て、職員が１人しかないときなんかでも私たちが一緒に駆けつけたり、ある

いは福祉が隣にありますので連携を図ったりとか、そういう部分では非常に

対応しやすい部分でありますし、相談につきましては、もとの包括支援セン

ターの場所ですとか相談室等を押さえてございますので、そこで相談業務を

行っていきたいなというふうに考えております。苦情は今のところ聞いてご

ざいません、私のところには来ておりませんし、ワンストップといいますか、

１カ所で相談に来た方が済みますので、その点では便利ではないかなという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１２番（居山信子君） いずれにしましても、利用者の立場からすると、さ

まざまいろいろな問題を抱えながらそこにみんな行くわけですよ、家族にし



ても本人にしても、そして地域の人にしても。そういった場合にあそこが非

常にカウンターも高い、そして椅子は低い。立ったままであそこに相談をす

る。あるいは何か相談に行ったときに、現にプライバシーが全部に漏れてし

まうような状況等を考えると、これはもう今後大事な場所であるにもかかわ

らず、自分たちの仕事の都合だけであの場所を選んで仕事をしているという

ことを考えると、やはり今後ぜひ全庁を挙げて、もう本当に庁内の再編成ぐ

らいやってもらわなければならないんではないかな。非常に大事な課ですよ

ね、ここ。もっとスペースが必要なところだというふうに思いますので。場

合によっては４階の要らないところをどんどん使うような形で再編成をして

もらうということも今後私としては希望をしますけれども。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） その辺につきましては、今後の課題とい

うことで、私の口から今４階云々ということはまた答弁できませんので。 

（「結構です。承知して言っていますから」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君）  302ページのこの任意事業の中で成年後見町長申立

審査請求費というのが計上されているんですけれども、これは申立人の見込

み人数と、それからそこにかかってくる費用とかは個人的な差があるだろう

と思うんだけれども、それとこの仕事というものはどういう仕事をする仕事

なのか、そこら辺までわかれば教えていただきたい。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 青年後見制度の町長申立請求費といいま

すのは、例えばひとり暮らしで認知症で意思表示とか判断能力がない方、そ

ういう方に対して成年後見人をつけると。それで本来御家族とかそういう方

がいれば、そういう方が申立人になっていただければいいんですが、そうい

う方を探していない場合は、町長が申し立てることができるというような制

度になってございますので、申し立てをしまして、その方のまた所得に応じ

まして弁護士なり何なり、その成年後見についた方の報酬、それも一応これ

で持つような形になってございます。当然、お金がある方はそちらから払っ

ていただくような形になります。 

○１０番（鈴木 勉君） 人数は何人。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 現行利用者は３名になってございます。 



○１０番（鈴木 勉君） 今のちょっと説明でわかったんだけれども、家族が

いないからひとり暮らしなんだろうけれども、そういう人に家族のかわりに

町長が裁判所に申し立ててあげるという、そういう制度のことをここで言っ

ているというのが、僕そう理解したんだけれども、それでいいのかな。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 要するに後見人を指定するのに町長が申

し立てると。家族がいない場合は、そういう内容です。それでよろしいと思

います。プラスお金のない人については報酬もこの事業の中でお支払いして

いると。 

（「なるほどね」の声あり） 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） その方の毎月の報酬が発生しますので。 

（「毎月がその金額まで負担をしてあげるということ

か」の声あり） 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） お金のない人につきましては。 

（「もちろん」の声あり） 

○１番（須佐 衛君）  ちょっとそれに関連して、昨年に比べてまた30万ほど

予算額が増えている気がするんですけれども、これは実績に伴ってそういう

形になったんでしょうか。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） そうです。昨年まで２名でしたが、今年

実績で３名、それから新年度予算では新規申し立てを１名分予算的には見て

ございますので、そのような形で増えております。実際今現在、また１名実

際申請が出ていますので、既にもうこの時点、補正予算が終わったこの時点

で、もう４名になってしまっているもので、ちょっと今後どれだけ出てくる

のか、ちょっとその辺はというところです。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑はありませんか。 

○１４番（山田直志君） なかなか一般質問をやっていても難しい問題だなと

思うんですが、ただ一つの問題として、昔というか20年前だと、高齢者は少

なかったんだけれども、老人会の会員というのは比較的参加者は多くて、組

織率が高かったですよね。そうすると当時だとまだ社協とか保健師が毎月そ

の老人会の例会に行ったりしていく中で、かなりの人とその接点を設けてい



たと思うんです。それがすごいベースになったと思うんですよ。 

  最近というのは、逆に老人会は組織率も実務的に700名ぐらいかな、750名

とか、もうそういう数になってしまって、対象の高齢者は多いんだけれども、

老人会に行っても実際に会える老人というのは非常に少ないという状況が一

つあるわけです。 

  そういう面からすると、例えばさっきいろいろなことで地域包括の職員が

電話するといっても、やっぱり顔見知りじゃない人から電話が来ても、ほい

ほいと行かないんだと思うんですよ、一般的には。別に振り込め詐欺だとは

思わないと思いますけれども、顔見知りの人から電話をもらったのとそうで

ない人からだったら、やっぱり行かないんですよ。 

  この辺は確かに介護予防、介護の直接の仕事ではない部分があるんだけれ

ども、例えば社協でやっているいきいきサロンなんかがあるじゃないですか、

これもやっぱり月１ぐらいなんだよね。まだまだ参加者が少ないので、月１

なので、参加者の声としては、例えばなかなかお友達になれないとか、そう

いう面では月１回の限界がすごくあるんですよ。 

  逆にさっきのいきいきセンターでやっている若返り教室なんかの場合、ほ

ぼ週１でやってくれると、家族や何かもお友達になれるし、本人も行くこと

が楽しくなるというような話を参加者や家族から僕は聞いているんです。 

  そうすると、まずこれは確かに一般会計の部分にもなるんだけれども、保

健師とか地域包括の部分が昔みたいにお年寄りの訪問活動とかというベース

の活動を増やしていかないといけないんではないかなという部分と、同時に

社協がやっているような地域包括、あれが変な話だけれども、週１ぐらいの

いえば昔ちょっと、言葉が正しいかどうかわからないけれども、保育園なら

ぬ宅老所なんて言い方もあったんだけれども、お年寄りのもっと拠点みたい

な位置づけで、誰かが行っても誰かがいて、いろいろできるみたいな考え方

も必要で、かなりの人と顔見知りになっていかないと、その先の事業展開が

うまくいかないんじゃないかなというような感じをすごくしているんですよ。 

  その上で、さっき言ったみたいに事業が毎週あるのと、そうでないのとの

違いというのは、人間関係の問題も含めて、その参加者の改善状況なんかも、



ちょっとうちの中にいると認知症みたいになりそうだったんだけれども、若

返り教室に行ったらすごく元気になって、もうまたぜひ続けてくださいねな

んとかいうことも何人か言われたんだけれども、やっぱり毎週そこに来てや

っているということが、すごく事業効果を出す上でも大事な部分があるんじ

ゃないかなというような感じがしています。なので、その辺のものを環境と

して整えるという点でいうと、できるだけ毎週切れ目なくやれるということ

がすごく大事なんじゃないかなと思うのが１つ。 

  それからもう一つは、一般質問の答弁の中で町長なんかも言われて、担当

課のほうでそういうふうに見ていると思うんだけれども、高齢者人口も2030

年には頭打ちでしょうという見方は一つあると思うんだよね。そうすると、

今の状況では、とても特別養護老人ホームなんていうのは事業者はつくらな

いじゃん。実際問題として。５年後に高齢者の人口が頭打ちするというのに、

今から50人の入所施設つくるなんて事業者は絶対出てこないわけですよ。そ

うしたときに、先ほど12番とのやりとりでもそうだけれども、あくまでも保

険だよということになったときに、商売だという部分がどうしても出てしま

うんだけれども、どうしたらそういう環境を整えることができるのかという

問題があると思うわけ。 

  僕は一般質問で言ったように、地域密着で小規模多機能のホームなんかを

充実するしかないと思っているんだけれども、それにしても、施設介護から

居宅介護に変えるというサービスを場所を変えるということも、そうした場

合に食事だとか医療の提供だとか、いろいろな周りの体制も整えないと、施

設介護からいわゆる居宅での介護にいかないわけじゃないですか。そうする

と誰がやるんだと。黙って自然に業者が儲かりそうだからと事業展開してく

れるのを待っていたら、もしかしたら全然間に合わないかもしれないと。そ

こがすごく何か今心配で、これから高齢者が増えて、介護認定者も増えて、

ここの認識はあると思うんだけれども、これ事業者についていえば、儲かる

時点まで何もやらないのか、どうしたらその人たちがこれから必要と思われ

るような事業に参入してくるのかなという点での町の役割というのは、この

保険の運営だけでなく、必要な部分というのはあるんじゃないかなという感



じがすごく。 

  さっき言った、12番が言ったような僕も24時間のやつが今すぐに必要だと

は思えないし、将来的にどこまで必要なのかもちょっと見通しはわからない

けれども、ただ完全に町民の中では、やっぱりデイサービスに通っていて、

何とか時間もたせて、特養に入れたら安心ねという考え方がかなり多いじゃ

ないですか。 

  だけれども、現状ではその特養に入ること自体が物すごく厳しい問題にな

っていて、この辺でそういうところは特養以外の選択肢がこうだから、こう

いうものを利用してくださいと言いたくたって儲かるか儲からないかわから

ないからと、その事業が、サービスがありませんよということになると、こ

の介護保険が本当にこれでいいのかなという事態が出てきて、総合的に国も

絶対そうでしょう。施設サービスから居宅でいきましょうと、そこをやるし

かないよと言っているわけで、どういうふうに指導をしていくのか、そうし

ないと介護保険計画なんかも達成できなくなるんではないかと思うんだけれ

ども、その辺についてのお考えをお聞かせください。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） まず老人クラブの関係は、ちょっと私、

そこまで人数とかはちょっと把握していないんですが、申しわけないです。 

  ただ、包括支援センターはいきいきサロンですとか、そういうものには参

加をして、顔つなぎをしてございます。事業なんかにもなるべく出るような

形で。 

  それから、老人クラブにつきましても、年一応12回、各クラブ２回ずつの

日程で包括支援センターと保健師、あるいは運動指導士か歯科衛生士、どち

らかを連れて一緒に行って、バイタル、血圧をはかったり、健康ミニ介護予

防教室みたいな運動士が行ったときには運動を、歯科衛生士が行ったときは

口腔の一応話をしたり運動したり、口のセルフチェックですか、そういうも

のを行っております。もちろん参加人数は昔に比べて老人クラブ自体少ない

と思いますが、一応各クラブ２回ぐらいをめどに一応包括支援センターの職

員は毎回参加しております。 

  それから、地域密着型につきましては、確かに国が在宅にということにな



っていますが、要は在宅のサービスレベルを上げましょうということだとは

思うんですが、なかなかその辺が難しいところで、ただ特養もこの間の条例

を通していただきましたが、29人の小規模特養という点もございます。そう

すると29人、うちの町の人しか基本的には入れない形になりますので、そう

いうものも考えながら、在宅もあるいはグループホームですとか小規模多機

能ですとか、その辺を今後はどういうふうにしていくかというのを考えなが

らやっていくのがいいのかなというふうには思っております。 

○１４番（山田直志君） いきいきサロンだって、稲取と白田かな、湯ケ岡、

奈良本、大川あたりやって大体20名ぐらいだから、実人員では100人足らず

ですよ。老人クラブはたしか高齢者65歳以上でいけば4,000人からいるわけ

だと思うんだよね。たしか750人ぐらいなんですが、だから２割いないんで

すよ。そこへちょこちょこと顔を出しても、実際そこに来る人なんていうの

は、下手するともう対象者の１割ぐらいしか相手にできていない。これは確

かに一般会計だけれども、保健師のほうも最近は子供の部分のほうが予防接

種を含めて事業メニューが増えたので、昔みたいにお年寄りのところは訪問

はしていない。それは決算概要で見てもそうですよ、圧倒的に。 

  やっぱり自分も、うちの母親がそうだったんだけれども、最初から何か勧

めてもだめで、何回か、２回、３回保健師なんかがやっぱり勧めてくれたり

して、やっと動くような状況だよね、お年寄りなんていうのは。自分の状況

が一番わからないんだから。そういう面で見ると、まず知らない人から話し

かけられても対応しない。 

  だから、こういう介護事業に、予防事業に誘うといっても、そこのところ

からやっぱりもう今は取っかかりができていないわけだから、非常にそうい

う難しさを、だからもう確かに一般会計のほうの部分でも、もっと本当に高

齢者自体を事業の対象者として位置づけてやっていかないと、介護のほうに

は恐らく来ないですよね。今までのやり方では老人会なんかが全然機能がな

いんだから。ということが一般会計問題も出てきて、ここの問題でもやっぱ

りその影響が事業展開に出てくるんじゃないかなと思います。 

  それから、あと施設の問題は、どうサービスをつくるかというのは、事業



者任せなのか。いや、だからこの辺は町が、だから一般質問でもやったよう

なその小規模多機能なんかついて町なりがどうやって誘導してつくることが

可能になるのかとか、こうした居宅でサービスを受けようとした場合に、老

人会の人たちは、相変わらず自分たちは東部へ行くんだ、伊東へ行くんだと

言うけれども、おめえらいつまで東部へ行くんだよと言うんだけれども、実

際は在宅で訪問してくれるお医者さんのほうが、これからもっと在宅での居

宅介護の人が増えるということは、そういう訪問してくれるお医者さんがす

ごく大事になるんだけれども、そういうところをどういうサービスをやって

くれるようにしてくれるか。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 地域密着型の施設につきましては、小規

模多機能性はないですけれども、町のほうで計画に盛った以上は、基本的に

は公募という形になろうかと思いますが、その中で何らかの形で公募した中

から選んで決めていくと、そういうような手順にはなっていくと思います。 

  あと、訪問の医師につきましては、何名かいらっしゃると思いますが、介

護のほうだと、そこのところを余り把握はしていないんですが、私のほうで

把握しているのは３名ほどは行っているようですので、その辺との連携をと

いうことだと思います。 

○委員長（須佐 衛君） 山田さんはいいかな。 

○１４番（山田直志君） いいですよ。 

○１０番（鈴木 勉君）  ちょっと300ページの中で、包括支援事業という形

の中には、ちょっとここには予算化は数字としてはないんだけれども、今言

われたその話の中の12番と14番さんの話を聞きながら思うのは、現状の中で

そういう事業計画の中に参加する人が多いとか少ないとかいろいろな話があ

るんだけれども、そういう教室だとか老人会事業に参加したとかという、そ

ういう方としない方、そこに出席しない方、教室を利用しない方と、そうい

う人たちの発症の比率というものの調査とか、そういうものはこういう事業

費の中には計上されないんですか。老人会に入って活動した人とか、今いろ

いろ言われた町が開く教室に参加した人と、僕らみたいに申しわけないので

ね、年齢的にいえばそういうところに行かなければならないんだけれども、



行っていない人たちがいるじゃないですか。 

  しかしながら、病気というものは発症するじゃないですか。その発症率っ

て、ごめんね、言葉に言いにくいんだけれども、たばこ吸う人と吸わない人

ががんになるかならないかというのと同じように、教室に参加した人と教室

に参加しない人との病気になる、要するに介護の必要になるような病気にな

るような発症比率というものは、調査するとかという予算はこういうところ

に計上されていないんですかと聞きたいんだけれども。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 教室に参加した人の発症率云々というの

はなかなか難しいところがありまして、ただあの中で見ているのは、参加し

た人の中で、２次予防事業に参加した人の中で介護認定に移ったか移らない

かというのは当然把握はしておりますし、その辺で病気まではなかなか。 

○１０番（鈴木 勉君） ごめんね、僕の聞き方が悪いんだけれども、そうで

なくて、今参事が言われたみたいに発症した人が、この人はこういう教室も

町が指導する、そういうものも結構利用した人だとか、この人は何も利用し

ていなかったとかと、そういう分類比率というものが調査の対象にはならな

いのかなと聞いたんです。この予算計上、新年度予算の中にはそういうもの

の事業費は計上されているんですかと聞いたんですけれども。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 病気云々の発症率につきましては、この

予算にはございません。ただ、２次予防事業の中で２次予防の把握というこ

とで、虚弱な方を把握するということは現在やっております。 

  一応今回24年度では4,090人に生活機能評価をお送りしまして、3,040人回

収されております。その中で２次予防の対象となった虚弱な方が850名、こ

の中で運動機能の低下をしている方が573名。これダブりがありますけれど

も、口腔機能の低下が見られる方が430名、低栄養の方が31名ということで、

そういう把握はしてございます。その中から運動機能の教室には運動機能の

低下の方に一応教室案内差し上げていますし、口腔の事業につきましては口

腔機能の低下の見られるその430名の方に一応事業の案内を差し上げている

と、そういうような状況です。 

  病気云々になりますと、もう医療の話になりますので、介護予防云々とい



うことで、ここでできない話になりますので。 

（「予算計上に関してどこかに出ているんですか」の声

あり） 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） それは２次予防事業の中に入っておりま

す。 

○１０番（鈴木 勉君） ごめんね、３回目だから本当はもう３回目いけない

んだけれども、ちょっと許して。 

（「いいのよ、何回でも委員会だから」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） 一応最初のときに言われているから、それで３回目

で悪いんだけれども、病気になった虚弱の人たちを対象ではなくして、今僕

が聞きたかったのは、健常である人、現在健常なんだけれども、その人たち

が右と左に分かれるときに、教室に通っていた人と通っていない人との発症

比率というものの調査というものがしっかりしていれば、教室に入った人の

ほうがこういう病気に、要するに介護にかかるような病気にはなりにくいん

ですよとか、そういうデータがあると、非常にそういう教室に参加していく

率が増えたりしていくんではないのかなという思いがあったもので、そうい

うもが予算計上されているんですかと。もしあったらどういう形ですかとい

うことを聞いたんですけれどもね。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 現在、申し込み者もそんなにデータをと

るほどの人数というか、なかなかそこも難しいところで予算計上はされてい

ませんが、アスド会館のほうで参加者のその後のアンケートはとっているよ

うです。その健康についてどうかということはとっているようですが、そこ

でデータになるほどのものがまだ今のところはない状況です。 

（「はい、わかりました」の声あり） 

○１番（須佐 衛君）  基本的な数字のところで申しわけないんですけれども、

285ページなんですが、介護サービス等諸費というところで、地域密着型介

護サービス給付費が541万円減っていますね。その下の５番、施設介護サー

ビス給付費、こちらが2,400万ほど増えているみたいな数字になっているん

ですけれども、この辺何かこう私もいろいろな介護サービスがあるというこ



とは承知していますけれども、どういう形で減ったり増えたりということが、

その辺のところの少し。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 地域密着型サービス給付費の減につきま

しては、これはグループホームの入居者の減という、簡単に言ってしまえば

そういうことなんですが、どういうことかといいますと、先ほど言いました

ように地域密着型サービスというのは基本的にその町の人しか入れません。 

  18年４月１日に制度が開始されまして、ただこのグループホーム自体がそ

れ以前からあったわけですね。当然うちの町、そのグループホームが、18年

４月１日以前はどこのグループホームにも入れたわけです。ですから、県外

あるいは県内の静岡とか浜松のほうのグループホームに入所されていた方も

何人もいたわけです。その方たちは18年４月１日から制度が変わって、その

町の人しか入れませんといったときに、みなしでもう既に入っている方です

のでいいですという形になったんです。 

  ただ、その方たちがお亡くなりになったり、あるいは施設を退所したとき

に次に、うちの町の方が入れるかといったら入れないんですね。やはり基本

的にはその町の、うちの町にあるグループホーム熱川には基本的にはうちの

町の方しか入れませんので、例えばよその町が入っていて、よその町の方が

みなしで入っていた方が退所された後に、では、その町の方が入れるかとい

うと、基本的にはうちの町の方しか入れませんので、そういう部分でよその

町に入っていた方がお亡くなりになったり、あるいは退所したときに、次は

入れませんので、当然そこで徐々に減って、今うちの町にある熱川さんの人

数プラス今３名か４名町外の施設にいる方の分になってきていますので、そ

れで減っていると。 

  施設につきましては、やはり特養が同じような形で優先入所指針というの

がありまして、例えば地元の特養でも昔は東京方面の方がかなり占めていた

んですが、その方たちがやはりお亡くなりになったり退所した後には、静岡

県の優先入所指針でいきますと、地元の方にプラス20点という点数がつきま

すので、よその方がお亡くなりになって地元の方が入るという形になってき

ますので、例えば50名の中に昔35名うちの町の方がいらっしゃったのが、よ



その町の方たちがお亡くなりになって、うちの町の方が35が40になって、42

になってというふうに増えていくのと、あるいは老健というのは比較的出入

りができますので、そこの利用が増えているというところもございます。そ

れで増えたという内容になっています。 

○１番（須佐 衛君）  そうしますと、これは５番に関して施設管理に関して

は特養に関してのことですね。 

（「はい、特養と老健です」の声あり） 

○１番（須佐 衛君） 特養と老健。 

  では、もう１点ちょっとお聞きしたいんですけれども、293ページです、

すみません。特定入所者介護サービス費、これも何かもちょっと増えている

実績、予算が増えているような500万ほどですか、この辺ちょっと説明お願

いします。 

○健康づくり課参事（鈴木利昌君） 特定入所者介護サービス費というのは、

施設入所あるいはショートステイ利用の方のうち低所得者の方が町のほうに

申請しますと、食費、居住費の減免が受けられるわけです。当然そういうと

ころに入りまして、２段階、３段階、要するに国民年金80万以下の方ですと

か年金の非課税の方ですね、そういう方が入りますと、食費の減額、居住費

の減額をするわけですが、施設はそれを減するわけです。その補足としてこ

れは補足給付とも通称言うんですが、そこに納める、給付する、給付になり

ますものですから、当然今の保険料で見ましても、非課税の方が増えている

ものですから、この利用者が増えているということで補足給付費も増えてい

ると。これはですから、施設の食費、居住費の補足です。これが増えている

状況、利用者の増です。 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第33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。 

  討論はありませんか。 



（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 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33号 平成25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（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

り可決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附帯決議を

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（須佐 衛君） なしと認めます。 

  以上をもちまして介護保険特別会計の審議を終結いたします。 

  御苦労さまでした。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 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36号 平成25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。 



  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） まず、収益的収入、３条のところの収入なんですが、

いわゆる給水収益の問題ですけれども、大綱質疑で村木議員も指摘をされて

いたというふうに思うんですけれども、やっぱり24年度の最終補正よりも伸

びを見込んでいるということであると思うんだけれども、本当にそれで大丈

夫なのかなというものを感じるわけですよ、実際の問題として。 

  そうすると、結局その部分がやっぱり収入は得られないということになれ

ば、その部分、ここの部分で言えば、ほかの事業を執行すれば、その分赤字

をつくるような話になるわけですから、手持ち資金をそれだけ食い潰すとい

う話になるわけで、本当にこの給水収益の見込みというのが適正なのかとい

うことについてはかなり見込みが大きいんではないかと、かえってマイナス

ではないかという見方をしていますが、どうお考えかというのが１点です。 

  あとは、４条関係で、いわゆる建設改良の関係で、配水及び給水施設整備

の問題と原水と浄水場の問題あるけれども、この辺のちょっと工事内容等々

がどうしても本当に必要な内容なのか、その点が２点目。 

  ３点目に、調査費で稲取地区の水源調査という問題についての具体的な、

できれば概要でいいですからこれ、その辺をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○水道課長（山口 誠君） まず、水道事業の給水収益の関係でございますけ

れども、今御指摘のように23年度につきましては1,700万円強の純損失がご

ざいました。24年度につきましてもまだ決算は確定されていませんので見込

みなんですけれども、３月補正予算の時点では1,300万円を超える純損失と

いうことで、これも避けられない状況でございます。 

  こういう状況の中で料金の改定につきましてはもう避けられない状況であ

るということでございます。25年度にその辺の審議会を立ち上げて、料金の

改定を検討するということも考えましたけれども、一応大綱質疑でも答弁を

しましたように、今年度国で実施するその景気対策によって給水収益がどれ

ぐらい伸びるだろうというその辺をまず見てみたいというのが１点あります。 

  それから、水源調査によって、その結果によっては今後の整備計画が必要



となりますので、その辺の投資的経過が今後どうなるであろうというのも今

後考えていかなければなりません。 

  それとあと１点、今行っております会計制度改正に伴います新基準、それ

によります予算につきましては26年度当初予算からということになりますの

で、その新基準によって算定される経営的支障がどうなるのかというのも見

てみたいということで、できれば25年度はちょっとその辺の動向を見た中で

町長も答弁したように、26年度以降に検討したいということでございます。 

  それから、工事内容でございますけれども、３つの予算から工事を行って

おりますけれども、まず原水及び浄水施設整備の工事費、これは白田浄水場

あるいは取水場の関係する工事でございますけれども1,452万6,000円。工事

は４件でございます。 

  それから、簡易水道施設整備費の300万円の予算、これは大川地区の工事

関係ですけれども、一応今年度、25年度は１件でございます。 

  それから、配水及び給水施設整備費は6,450万円を計上してございます。

これは工事７件で、合わせて全体では工事12件を行う予定でございます。 

  浄水場の工事につきましては、浄水場のほうが２件行います。白田浄水場

で脱水設備工事ということで、これは老朽化に伴って設備機能が低下をして

おりますので、その辺の改修を行うものでございます。 

  それから、白田、同じく浄水場でフロキュレーター変速機改修工事という

ことでも、これも機械のほうがちょっと故障をいたしまして、それを改修す

る工事でございます。 

  それから、取水場のほうで２件やりますけれども、白田取水場の高圧気中

開閉器取りかえ工事、それから高圧受電盤取りかえ工事ということで２件と

も電気関係の工事なんですけれども、ちょっとふぐあいが生じておりますの

で、この２件を行います。 

  浄水場につきましては、２件が老朽化等に伴う、もう２件が電気関係で故

障による２件ということで、これにつきましてはどうしてもやらなければな

らないというような工事でございます。 

  それから、簡易施設布設整備費の工事、これは大川地区配水管布設工事で、



１件でございます。今県代行事業で行っております町道湯ケ岡赤川線の工事

の区間において水道本管の布設がえを行う内容でございますので、これも県

の工事にあわせてやらなければならない工事でございます。 

  それから、配水及び給水施設整備費のほうは７件ありますけれども、工事

名を言いますけれども、県道稲取港線配水管布設がえ工事、国道135号送水

管移設工事、国道135号配水管布設がえ工事、稲取漁港道路配水管布設がえ

工事、それから町道山根線送水管布設替え工事、入谷地区配水管布設工事、

それから最後に熱川配水池４号送水ポンプ設備取りかえ工事ということで、

ほとんどが下田土木事務所、県の工事で移設をする工事が４件。それから、

農林事務所の入谷地区配水管布設工事につきましては、農林事務所のほうの

農道整備、入谷よかさかさんからワイン工場が計画されていますけれども、

それの工事ということで、７件中５件につきましては県の工事によってやら

なければならない工事となっております。 

  それから、町道山根線送水管布設がえ工事は、町の建設産業課のほうで行

います電源立地対策交付金事業で行っております町道山根線の排水路の改修

の伴って支障が出ております。これで送水管の移設工事を行うものでござい

ます。 

  熱川配水池につきましては、ポンプが５台あるうちの１台が既に故障して、

運転ができない状況になっておりますので、これを行う工事ということで、

７件あるうちの６件については他の工事によってやらなければならないとい

うことで、水道課としてやる本来の工事というのは１件だけのポンプの取り

かえ工事ということになります。 

  ということで、ほとんどの工事がもうどうしても最低限やらなければなら

ない工事という形で25年度は予算計上させていただいております。 

  それから、調査費の関係でございますけれども、稲取地区の調査につきま

しては、細野高原の熊口水源周辺を調査をいたしました。 

  調査結果につきましては、熱川地区と比べては大分調査結果はいい結果が

出ております。熊口周辺のその地下の状態が、水が含まれた地層で、帯水層

が見られるということで、地下水脈も存在しているであろうという可能性も



出ておりますので、あとは場所を決めて、そこにうまく当たれば、それなり

の水が出るであろうということで、25年度につきましてはその辺の揚水量の

水量の確認と、あとその水質の確認、水道水として今後使えるかどうかその

辺の確認をするため、試掘調査を計上させていただいております。 

  大体委託した業者のほうから、その試掘調査を行う場所についてはある程

度の候補地はいただいておりますので、熊口水源付近のあたりということで、

うちのほうではその辺の場所については把握しておりますけれども、また今

後その辺の説明をしなければなりませんが、一応そういうことで25年度ボー

リング試掘調査を予定をしております。 

  以上でございます。 

○１４番（山田直志君） そうすると、課長の話を聞くと、工事もなかなか不

要なものというのは限りなくないに等しいのかなと思うんだけれども、ただ、

一見見ると、僕は湯ケ岡赤川線の簡易水道のところというのは、本当に今後

の水道事業計画の中で必要なのかなと。去年の状況で赤川地区で水源が確保

できた場合、今後もまた延長されてくるような湯ケ岡赤川線に使って、大川

地区へ水を送るというものがあったと思うんですよ。いわゆるダムとかあの

上のほうのところ、見ているところのその下あたりのところで出たよという

ことであると。ちょうどその下をその湯ケ岡赤川線が通っているから、その

部分での活用があったと思うんだけれども、今もうあの地域で水源がなかっ

たということになっていると、そうすると湯ケ岡赤川線に送水管、今、工事

して、埋めていく必要性というのがどれだけあるのかなという点が、今の段

階で入れなければいけないのかという問題も含めて、ちょっと検討の余地が

ありゃしないかなと。 

  ほかのところは確かにいろいろな意味で135号線だとか土木の工事の関係

でというのは、やりたくなくてもやらなければしようがないなという部分が、

老朽化もあるだろうからあるわけなんだろうけれども、ちょっとこう思うん

だよね。 

  稲取の入谷地区のやつも、当然将来的な今の問題でいうと熊口からずっと

入谷水下地域通っていて、そのやつを横にどう動かすかは別にしても、配水



池との連係をするということを含めたりすると、当然必要性もあるのかもし

れないけれども、舗装をすぐしないような状況であれば、今やらなければど

うしてもいけないのかなと。今後のそれも水源問題とかの関係で考える要素

はないのかなというのは、工事の問題。 

  それと、やっぱり給水収益を多く見積もるのは、見積もることは簡単だけ

れども、現実がお客さんが、結局かなりの部分でいえば人口の減少よりお客

さんの減少なわけだから、そうすると、結局それがみんな登記のマイナスと

いう結果になっていくと、本来は16年だっけ、17年に水道料金を上げたとき

の状況でいけば、かなり資金が留保される予定だったところが全然留保され

ないということになるわけで、そうするととんでもない水道料金の値上げと

いうようなことを考えなければならなくなるというような状況になってしま

うんではないかと。 

  町長も確かに公営企業会計の会計基準の見直しがあるので、それをとか水

源問題というのも当然そうだと思うんだけれども、町長選挙を含めたら、今

年が余り手つけたくないというところもあったと思うんだけれども、やっぱ

り値上げについては見込み違いが全部水道料金の値上げに直結するだけに、

本当に必要な事業なのかというのを今はかなり選択をしてやらないと、大変

だなという点を感じました。 

  それで最後に、稲取地区のやつもあくまで試掘ということですよね、これ

は、水源問題については。試掘ということですけれども、熊口というか、い

わゆる細野全体のあの辺にやるということですから、いずれにしても地主さ

んやとりわけ入谷地域に住んでいる方々についていえば、熊口の水源への影

響もあるだろうし、志津摩川への影響だとかそういう全体に対する影響とい

うものが不安になっていることになると思うので、これは十分に専門家を入

れて、説明をしていただいて、不安だというふうなことになれば当然そうい

う試掘もできなくなるわけですから、丁寧な説明をした上での対処が私は必

要ではないかなというふうに思います。いかがですか。 

○水道課長（山口 誠君） まず、大川地区の工事の関係ですけれども、湯ケ

岡赤川線の工事の関係で布設がえを行うということで、今、山田委員が言い



ましたような奈良本地区までの計画は今の時点ではされておりません。 

  今計画しているのは、今土木事務所で計画されている、何期かわかりませ

んけれども、何計画だかわかりませんが、計画は、  に分かれ道の、わか

りますか。 

（「では、ちょっと休憩してください」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３０分 

 

再開 午前１１時３１分 

 

○委員長（須佐 衛君） 再開します。 

○水道課長（山口 誠君） 今回のその地区の配水管については、新設ではな

くて布設がえ工事を行っているということで、今、県で行っている工事区間

のみを計画しているということで御理解をお願いします。 

  それから、給水収益の関係ですけれども、見込みどおりになるかどうか心

配を、うちのほうもできれば見込みどおりになっていただきたいというふう

に思っていますが、もし万が一見込みどおりにならなくて、純損失が出た場

合のことなんですけれども、今、前年度繰越剰余金が2,500万円程度ありま

す。うちのほうとしても、できれば純損失にならないように景気回復して、

収益が伸びることを期待しておりますけれども、何とかその26年度以降の料

金改定までにこの辺の繰越剰余金で何とか経営運営ができればというふうに

思っています。できればこれを使わないで、そのまま給水収益でできれば一

番いいんですが、そのようなことで。 

  今その料金改定で考えているのは、その収益の赤字のことだけではないん

ですね。さっき言ったように、今後の投資的なことについては水源調査の結

果を見ないと、今後の投資整備計画が出てこないということで、その辺をど

うしても見てみたいということで、26年度以降に検討したいということで、

御理解をお願いいたします。 



  それとあと調査費の関係ですけれども、説明をちゃんとしなければという

御指摘ですけれども、確かにそのとおりでございます。 

  まずは稲取財産区のほうに説明をしたいと思っております。その後、特に

影響が出るのは入谷地区なのかと思いますけれども、またその辺区長さんと

相談いたしまして、もしそういう説明を地元のほうにしたほうがいいという

ことであれば、またその辺は委託した業者のほうも連れて、一応細かい説明

をしたいと思っていますので、またその辺で御理解をお願いいたします。 

  以上でございます。 

○１４番（山田直志君） 株価とか円安の問題はあるけれども、逆な意味で言

うと、円安になってもガソリンが上がったりとか別な部分が負担が増えたり

で、余り個人家計の部分ではそんなにプラスはないわけで、その一方で今、

もう既に住宅とか自動車のあれは今年のうちに買ってくださいよと。もう消

費税が上がりますから今年のうちにやってくださいとやっていますから、そ

うすると、なかなか年度後半も厳しいんではないかなという、プラス材料が

余りないと。そうすると、もしこれ食い尽くすと、もう来年の当初予算が大

変厳しい編成というような事態になりかねないですよね。 

  いわゆるずっと言われていたけれども、水道の場合は、最初からの赤字会

計はないですよというような話でしたから、そうすると、一歩間違えると、

来年の当初の編成に今の事態は影響が出るかもしれないということだと思っ

ていますので、こればっかりそれを全て景気に任せるのかというのもなかな

か厳しいし、またそうはいっても担当課の職員が頑張ったら何とかなるとい

うものでも全然ないので、非常にちょっとそのあたりだなという感じがして

います。 

  工事費の関係は大体わかりました。 

  最後、やっぱり稲取地区のやつは試掘だけれども、うまくいったらそれは

そのまま試掘ではなくて、本来的に申請を上げてやっていくということにな

ると思うので、だから試掘とはいっても、当然調査費に5,000万からのお金

を計上しているわけだから、当然それが本格的な稼働につながる試掘だと思

うので、丁寧な説明をしていただくことが絶対に必要だと思います。 



  それと、最後ちょっと違う角度から１点聞きたいんだけれども、公営企業

の会計の見直しが26年度という話、さっきしていましたよね。それで、これ

なかなか今までのところでいうと、いわゆる５次拡張をやって、元利償還も

して、いろいろしてきた関係で、内部留保資金は手元にあるわけだよね、９

億ぐらいの金自体は。この辺の関係は、今回の見直しでどういうふうになる

の。結局手持ち資金があっても、やっぱり工事すれば、また減価償却費が増

えて、３条の会計を圧迫するというのは基本構造が変わらないと思うんだけ

れども、特にどの辺が変わってくるというふうに。もう既に一定の説明会と

かされていると思うので、26年度   でどう変わるのかというところでは

どんな見通しを持っておられますか。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  大きな改正点ですね、これは今、企業債が

借入資本金という資本金に入っているんですけれども、これが負債のほうに

移ると、１年以内に償還するものについては流動負債、１年を超えるものに

ついては固定負債ですね。そういったところに移るということと、もう一つ

大きな改正点が、今まで国の補助金とか県の補助金、寄付金とかそういった

資本剰余金に今決算書で入っているものですね、そのうち償却資産に該当す

るものについては、その資産を取得したときにさかのぼりまして、減価償却

をやるような形になります。既に減価償却をさかのぼってやるような形にな

りますので、そこにあるものが長期前受金というものに一旦入ります。 

  みなし償却制度というものが今まであったんですけれども、うちのほう水

道事業でも国の補助金とか県の補助金なんかもらったものについてはみなし

償却の制度を採用してやっているような形なんですけれども、みなし償却制

度というのは補助金部分については減価償却しないよという制度なんですけ

れども、それがその資産を取得したときにさかのぼりまして、減価償却をし

なさいよという制度に変わります。その減価償却をしたというものは長期前

受金、元仕入れ収益というものにまたなってきて、それが収益に数字上計上

されるような形になるかと思うんですけれども、その分また減価償却も増え

るもので行ってこいなんですけれども。 

  ただ、みなし償却をしないで、もともと通常の減価償却をしていた部分も



あるんです。受贈財産評価額とか寄付金とかそういったものが該当すると思

うんですけれども、そういうものについては収益だけが上がってくるような、

数字上ですよ、もちろん、現金が入ってくるわけではないもので。そういっ

たこともあるものですから、それを今、算定する業務委託を出しているよう

な形なものですから、その結果でどのくらいの数字になるのかというのが少

し見えてくると思うんですけれども、その部分がかなり大きい部分で、あと

引き家的の計上とかというものもありますね。貸倒引当金ですとか、修繕引

当金にとかそういったようなものですね。あと賞与引当金、そういうものが

該当すると思います。大きいものはそのくらいだと思います。 

（「わかりました。ありがとうございます」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） ほかに質疑。 

○２番（内山愼一君）  今のあれは企業会計になるということだけだね、要は。

企業会計ね、そういう意味だよね。 

  それと、あと営業収益の関係だけれども、これもこの間のもそうで、今、

山田委員も言ったように町長のほうは今年が16万人の集客が見込みで、それ

から来年96万というようなことも話をしていたけれども、そこまでいく形の

ものを考えた収益ということがあるだよね、これ。この今の給水収益が増え

ているということについては、そういうことを見込んだものということだよ

ね。今の96万というのはこれを根拠にしてやっているということは、それで

確認はいいですか。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  現在、公営企業会計の制度を採用していま

すので、法的にはですね。その中で現在ある企業会計がより一般の上場会社

の制度に近づくということなんで、民間により近づくということなんですけ

れども。 

  今年給水収益につきましては、政府の経済対策、これが2.5％の経済成長

率を政府のほうで見込んでおるということで、その波及効果というんですか、

そういったものでこちらの観光産業のほうにも影響を及ぼしてくるんではな

いかということを見込んでおりまして、今、観光客数が96万人というような

お話がありましたけれども、それが100万人とか超えてくるような形になっ



てくるんではないかなという予想のもとに給水収益を算定させていただきま

した。 

○２番（内山愼一君）  私は今の企業会計のことは十分わかるから、それでい

いと思うんだけれども、今の収益の関係のことについては、アベノミクスが

どうだとか、そういうことではなくて、基本は、あくまでここの東伊豆町の

場合は96万人の集客があって、96万人の人間を集めた格好の収益だったとい

うことのいいのかどうかと確認したんだけれども、その答えは。 

○水道課業務係長（木田尚宏君） うちの水道収益の大口部分というんですか、

旅館、ホテルとか１使用機1,000立米以上使用されている事業体が半分近く

占めているものですから、割合が。そこの増減が収益に及ぼす影響というも

のが非常に大きいわけなんですけれども、一般的な使用者に対しましては大

体増減はそれほど余りないと思うんですけれども、景気で動く部分が非常に

大きいわけなんです。そこをちょっと予想を少し上に見たわけなんですけれ

ども、それでこういう形で給水収益を上げさせていただきました。 

（「はい、オーケー」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） ７ページで、そのことが議論されていると思うんだ

けれども、前年度の見込み決算と今年の当初予算の数字のこの推移ね、今ま

での平成24年度までにこの町の観光の業者が非常に転換期を迎えてきたわけ

ではないですか。非常に今観光客の減少と同時に経営の破綻によっての不良、

要するに未納金の増加と、それから客数の減少というものがそこに如実にあ

らわれているような気がするわけよね。 

  今この見込みの中でいくと、平成25年の分になると、そういう意味では地

元資本型から町外資本型に変わりつつある形が定着してきたという、言い方

がちょっとごめんね。ちょっと回りくどくして言っているんだけれども、そ

ういう形の中でいくと、平成24年度までに地元の業者が非常にその滞納した

金額というものが大きかったような気がするわけだ。だから、それの回収率

も聞きたかったんだけれども、そういう形の中で今ある外来資本でその企業

を買い取った新しい人たちというのは、僕は滞納率からいけば非常に滞納を

しない、要するに完納率がすごくいいんではないかなと予測するわけよね。 



  だから、同じたとえ、宿泊数の増がなくても、水道料の使用料だとか滞納

率というものは僕はよくなるんじゃないかなと。だから、水道の料金も、こ

ういう感じの中で僕は計算されているのかなと思ったんだけれども、そこら

辺はどうして見ているの。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  そうですね、水道の調定額というのがあり

まして、それが給水収益の額になってくるわけなんですけれども、調定額と

いうのは、検針で水量が確定しますよね。その数字がまず上がってきます。 

  現金の収入としては、その調定額が100％入れば、もちろんいいわけなん

ですけれども、実際のところ、そういう状況ではないものですから、経営状

態が余りよくないようなところもありまして、できるだけその100％に近づ

くような形で集金とかそういったもの、または停水措置なんかをかけまして、

収納率を向上させているのが現状でございます。実際にもうちょっと破綻し

て取れないところなんかも中にはあります。 

○１０番（鈴木 勉君） 僕が予想としたのは、今まではそんなことを言って

は悪いんだけれども、今答弁いただいたみたいに、また今年もかよというよ

うに営業成績がよくないから滞納も増えてくるんじゃないかなという予測が

ついたんだけれども、これからはその人たちが大体先ほどから言った外来資

本のほうに経営権を譲って、今ある既存の町内資本の人たちを僕は圧迫する

ぐらいにその企業は成績がいいとかうわさを聞くから、滞納率も平均してよ

くなってくる、よくなると言ってはおかしいんだけれども、滞納をしなくな

るんではないかなという気持ちがするわけよね。 

  だから、入湯税もそういう中での推移を、水道料の形の中で比較するとお

かしいかもわからないんだけれども、入湯税ももちろん上がれば、水道料の

使用料も上がってくると。 

  しかし、その中で滞納率というものが悪くなれば、あなたたちも企業収入

を圧迫するんだけれども、滞納率も少なくなれば、やりよくなってくるだけ

ではないですか。 

  だから、この平成25年度の当初予算にはそういう見込みもちゃんと組み込

んでいるのかなということで聞いているんだけれども。 



○水道課業務係長（木田尚宏君）  もちろん収納率という観点から現金の増加

ということですね、そういった部分は多少なりとも予想で見込んでおります。 

○１番（須佐 衛君）  今滞納率、収納率という話があったんですけれども、

その金額も含めてその数字というのは、今明らかにできますか。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  25年度の未収金につきましては、10ページ

にあります25年度の東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表、当年度分のこち

らの左側にあります流動資産、この中の（２）に未収金というのがあります。

これが7,919万5,000円を見込んでおりまして、これが24年度から繰り越され

ていく未収金の額と25年度の現年度分の未収金を予想した部分という形にな

っております。 

○１番（須佐 衛君）  それは、24年度からのものと25年度の予想ということ

で。 

（「はい」の声あり） 

○１番（須佐 衛君） その辺の数字はどういうものですか。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  すみません、割合的に24年度のものという

のが過年度分の未収金ということになります。過年度分の未収金の中にはも

う破綻して、取れない債権もあります。大きいホテルで過去に破綻してしま

って、水道料が未納で残っているもの、そういうものもありますので、過年

度分につきましては55％ぐらいの収納率を見込んでおります。 

  25年度につきましては、一応90％ぐらいの収納率で見込んで、この数字を

算定しております。 

○水道課長（山口 誠君） ちょっと補足をさせていただきます。 

  １月末現在でちょっと申し上げます。現年度分ですけれども、調定額が３

億6,110万7,139円、これに対して収納額が３億1,973万8,229円ということで、

収納率が88.54％でございます。これにつきましては前年同期よりもほとん

ど同じなんですが、0.02ポイント収納率が上がっております。 

  それから、過年度分でございますけれども、前年度末未収金が7,102万240

円ございました。収納額が本年度１月末現在で3,403万3,785円ということで、

こちらは過年度分につきましては収納率が47.92％でございます。前年同期



に比べますとちょっと多少落ちていますけれども、2.11％ちょっと落ちてお

ります。１月末現在の状況でございます。 

  以上でございます。 

○１４番（山田直志君） あと１点ちょっと伺いたいのは、直接的には会計に

はもしかしたら関係ないかなと思うんだけれども、まだ僕、去年の事故のこ

とをいろいろ思うんだけれども、事故の問題で一つ考えるのは、やっぱり人

材育成というのか、この水道課のスタッフの免許とか資格とか、こういうも

のがどういう状況なのかなとすごく考えたわけさ。 

  前、ちょっと僕言ったんだけれども、昔は長い人も多かったよね。ウンノ

さんだ、ウチヤマさんだとかみたいな。でも今はやっぱりそういう人ばかり

ではないですよね、今の水道課の皆さんは。そうすると水道課の特に業務の

関係なんかはどういう資格能力が必要で、今、うちの町の水道課の職員の皆

さんの中ではそれはどの程度充足できているのかなというようなものという

のが何かそういう基準なりあれはあるのかな。 

  ただ、でも、どうも一般的にちょっとその辺を僕らも見失いがちだなと思

うんだけれども、やっぱりその能力が上がっていかないと、かなりいけない

なというふうなあれがあって、今回最終処分場なんかのところでも資格の問

題出てきたんだけれども、まさに水道課自身も単なる水の問題でも、当然プ

ロフェッショナルでなければいけないんだけれども、土木工事も必要だし、

電気の関係の知識もなければいけないと。相当専門的な能力を持っていない

と対応できない部署なわけだよね。その辺について現状、何らかの当然国が

定めている基準はある程度があって、クリアしていると思うんだけれども、

その水、電気、土木、それぞれの有資格者とかの状況というのはどんな状況

でしょうか。 

（「予算審議とずれている。予算審議と直接これ関係あ

りますか」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 一応質疑なので、休憩にします。 

  暫時休憩します。 

 



休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 ０時１０分 

 

○委員長（須佐 衛君） 休憩を閉じ、再開します。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 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。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 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36号 平成25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（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

り可決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附帯決議を

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。 

○１４番（山田直志君） 内山委員も言っていたんですけれども、やっぱり財

政運営が非常に綱渡りだというところについて１点と、やっぱり人材育成、

そして３点目に稲取地区の水源の試掘については、地域住民の皆さんを含め

てしっかり説明等をした上での対処が必要だと思いますので、そうした点を

附帯決議なりを要望としてつけていただきたいと思います。 

○委員長（須佐 衛君） ただいまの意見を報告書に附帯決議として付するこ



とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 御異議なしと認めます。よって、委員長報告書に附

帯決議を付することに決しました。 

  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、委員会報告書につきましては、来る３月27日の全員協議会の後に検

討したいと思いますので、御出席願います。 

  以上で審議を終結いたします。 

 

散会 午後 ０時１２分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

平 成 ２ ５ 年  

 

 

 

特別会計予算審査特別委員会記録 

 

 

 

平成２５年３月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東伊豆町議会 

 



特別会計予算審査特別委員会（第３日目）記録 

 

               平成２５年３月２７日（水）午前９時３０分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  須 佐   衛 君      ２番  内 山 愼 一 君 

     ６番  藤 井  明 君     １０番  鈴 木   勉 君 

    １２番  居 山 信 子 君     １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

議会事務局 

書 記 

鈴 木 文 昭 

君 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

開会 午前１１時２５分 

 

○委員長（須佐 衛君） 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１１時２６分 

 

再開 午前１１時５４分 

 

○委員長（須佐 衛君） 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。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） なしと認めます。 

  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。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（須佐 衛君） 御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。 

  大変御苦労さまでした。 

 

閉会 午前１１時５５分 


