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開会 午後 ２時００分 

 

○臨時委員長（森田禮治君） ２時５分ということだったけれども、全員揃いました。時間が

ちょっと早いようですけれども、始めたいと思います。 

  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、特別会計決算

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、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、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７番、飯田桂司君を指名します。 

  お諮りいたします。ただいま臨時委員長が指名しました７番、飯田桂司君を委員長の当選

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（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７番、飯

田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７番、飯田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。 

  ７番、飯田君に委員長就任の御挨拶をお願いします。 
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○委員長（飯田桂司君） 今、臨時委員長から指名ということで委員長の指名をいただきまし

た。大変なれないものですから皆さんの御協力をいただきまして、スムーズな委員会をして

いきたいと思いますので、御協力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。御協力ありがとうございます。 

  委員長には恐れ入りますが、委員長席にお願いします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０２分 

 

再開 午後 ２時０３分 

 

○委員長（飯田桂司君） 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（飯田桂司君） 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が、御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 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13番、定居利子君を指名します。 

  ただいま委員長が指名しました13番、定居利子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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました13番、定居利

子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13番、定居利子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。 
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  13番、定居利子君に副委員長の御挨拶をお願いします。 

○副委員長（定居利子君） 委員長を補佐し、また皆様方には議事進行がスムーズに行われま

すように、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０４分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  初めに、本委員会に付託されました議案第57号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算認定について議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  まず、質疑の対象を国民健康保険の歳入全般といたします。ひとつよろしくお願いいたし

ます。 

  ありますか。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１１分 

 

再開 午後 ２時１２分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○８番（村木 脩君） 数字がどうこうではなくて、国保の枠全体が減っているわけだから、

これについて結局は税のほうも当然減ってくるわけなんだけれども、それについて給付費の

割合というのはどうなのか。給付費は横ばいで税が減るとか、今の状況で世帯数も減ってい

るだろうし、そしてその何ていうのか、わかれば年齢が入っている人たちが国保の場合、今

結構みんな上の人が多い。だから、その辺の今後の見通しというか、決算状況を見て、その

今後の国保のあり方というのはいつから県へ行っちゃうのかわからないけれども、行ったっ
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てその辺は結構町村に負担は来ると思う。その辺についてちょっと教えてもらいたい。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 給付費のほうの加入者の状況のほうから説明します。 

  加入者のほうは減になっておりますけれども、資料のほうの成果説明書の87ページのほう

をごらんいただければと思います。 

  今現在、26年と25年の比較について、一番上の１番のところに世帯数、被保険者数の状況

を３月31日現在を比較したものを記載してございますけれども、こちらで被保険者数、世帯

数は26年度が3,005、25年度は3,113という形でやはり減になっておりまして、被保険者数に

つきましても5,116人、5,389人からの減となっておりまして、全体、町の被保険者の加入率

というのは、町の人口に対しての加入率になりますけれども、38.92％、40.30％とこちらも

やはり減になっております。 

  内訳、91ページのほうをおめくりいただければと思いますけれども、こちらに上の段１番

のほうですが、被保険者の状況ということで、25年度中から26年度にかけての移動の状況が

こちらのほうには記載をさせていただいております。 

  当然、加入者が減ることによって、国保税のほうも減少になるということはありまして、

当然国保の場合は、それだけでなく所得の関係や、固定資産税のほうの関係もありますもの

で、相まって減少傾向ですけれども、これに対しまして療養費のほうは現時点では横ばい状

態という状況です。 

  ただ、医療費自体が横ばいなので、加入者が減っているので、１人当たりのかかっている

お金は少しずつ上昇してはいますけれども、全体としての医療費は横ばいというような状況

になっております。 

○８番（村木 脩君） 県のほうへ行く時期というのはいつか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 県のほうにつきましては、平成30年度４月から県に移行

となりますけれども、今、町が被保険者になっておりますけれども、新たに県が保険者に加

わり、財政的な部分を県が行い、保険証の交付とかそういった事務は町のほうが、当然賦課

徴収も町は行うようになりますが、県下での一律の税率というものがまず示され、それに基

づいて各町の率を示されるんですけれども、それによって各町は自分たちの町でどういう形

にするかというのはまた運協を開いて、また開くという形で、県でも運協が開催され、町で

も運協を開催し、町の税率は決めていくというような形になるんですが、まだ詳細は今、国

のほうが協議中ですので、まだ詳細は示されてはいないのですが、大まかなところそのよう

な動きです。 
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  以上です。 

○１番（笠井政明君） では、ちょっとお伺いをしたいんですけれども、決算書の13ページ、

９款の繰入金の１項１目４節その他一般会計繰入金とはどのようなものか、ちょっとお教え

いただければと思います。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） 御質問の件ですけれども、こちらのその他一般

会計繰入金といいますのは、人工透析患者さんの医療分、こちらを一般会計より法定外繰入

といいまして、国保特別会計のほうに収入をしているものであります。 

○１番（笠井政明君） 今、人工透析の方の分を一般会計からということなんですけれども、

大体何人ぐらいでどのぐらい、一人頭かかっているかわかりますか。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） 平成27年３月31日現在ですが、16名となってお

ります。一般被保険者13名、退職被保険者３名という内訳になっております。 

○１３番（定居利子君） 関連ですけれども、人工透析の関係なんですけれども、予備軍とい

うのが大変大勢いらっしゃると思うんですよ。やっぱり予備軍というのは、食生活等によっ

て、ある程度改善されるということが示されているんですけれども、そういう指導等はやら

れているんですか。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 予備軍の指導についてですけれども、

特定健診を受けられた事後指導で慢性腎臓病対策ということで、26年度から重点的に指導を

行うようにしております。訪問指導等で保健師が訪問しまして、今の医療状況や生活習慣見

直しのアドバイスを行っております。今年度についても県のモデル事業に選ばれまして、県

とともに対策を立てていくんですが、町内に腎臓専門の医療機関がないものですから、町内

の医療機関と連携をとりまして、早期発見し、早期に腎臓の専門医に受診できるような体制

をつくっていくような計画も行っています。 

○１３番（定居利子君） 特定健診なんかでもそういう腎臓の予備軍というんですか、そうい

う数値が上がっているよというのは、やはりそういう特定健診に来られた方には通知をする

という形になっていますか。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 特定健診の血液検査の項目に血清ク

レアチニンという項目があります。その項目と尿検査の尿たんぱく、尿潜血をあわせて対象

者を絞り込むことができますので、それをもって設定をしております。 

○１３番（定居利子君） 人工透析というのはやはり医療費も膨大にかかりますので、結局、

腎臓から心臓へとやっぱり病気がいろいろと関連がありますので、極力こういう予備軍の方
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たちに指導をしていただいて、腎臓の人工透析を少なくすれば、医療費の削減にもなると思

いますので、努力をしていただきたいと思います。 

○３番（栗原京子君） 決算書の２ページなんですけれども、歳入１、国民健康保険税の不納

欠損額が4,134万7,839円となっていますけれども、その状況を教えていただきたいです。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） 不納欠損の状況について御説明申し上げます。 

  成果説明書のほうの87ページ、中段より少し下のところ不納欠損の状況ということで、成

果説明書のほうには書かせていただいておりますけれども、地方税法第15条の７第４項、こ

れは執行停止をした後に３年を経過したもの、こちらが96件、1,510万2,338円となっており

ます。同じく、地方税法第15条の７第５項、こちらは地方税を徴収することができないこと

が明らかであるもの、こちらのほうが87件、887万6,756円となっております。地方税法第18

条、こちらは５年間行使しないことによる納税義務の消滅、いわゆる時効というものなんで

すけれども、168件、1,736万8,745円となっております。合計で4,134万7,839円の不納欠損

額となっております。 

  以上です。 

○１３番（定居利子君） 今の関連ですけれども、不納欠損の、今質問されたんですけれども、

この執行停止というのは、例えば健康保険証が使えないとか、そういう説明をしてあげてい

ただきたいんですけれども、この文面だけではちょっとわからない部分があるので申しわけ

ない。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） まず、執行停止といいますのは、保険証をどう

のこうのということよりも、うちのほうで調査等を行いまして、まず財産がないであるとか、

差し押さえすることによって生活が困窮するとか、所在が不明であるとか、あと所在が不明

でなおかつ財産もあるかどうかも不明ということが条件となっております。 

  調査をした結果によって、税の徴収の執行を停止するということになっております。 

（何事か言う声あり） 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） はい。 

地方税法15条の７の第４項といいますのは、先ほど言った執行停止をかけまして３年間、

通常の時効というのは５年なんですけれども、執行停止をかけますと３年で徴収権がなくな

るということになっております。 

  地方税法第15条の７第５項といいますのは、いわゆる即時欠損と申しまして、執行停止を

かけてすぐにそのまま欠損をかけるというものになります。 
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  地方税法第18条、こちらはいわゆる時効、５年間経過してしまって、納税義務が消滅する

ということになります。 

○７番（飯田桂司君） ちょっと、予防のほうの関係でちょっと私聞きたいんですけれども、

先般、白田の福祉センターのほうでちょっと出た健康づくりの推進の関係で、自殺の関係の

ちょっと寂しい関係の、ちょっとここのところ、昨年あたりは多かったのかなということが、

つい思うんですけれども、病気とかそういうものがあって、やはり職員はもとより、うちの

家庭の環境も多分にあるかと思うんですけれども、やはり亡くなる。あるいは家族の方にし

てみると大変気の毒だなというところが多分にあるわけですけれども、現状についてちょっ

とわかりましたら、今年も含めて、その状況をちょっと教えていただきたい。わかりますか。 

（「委員長、すみません。今日はちょっと資料を……」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 自殺の関係になりますけれども、成果表の83ページをお願

いします。ちょっと表が一般的に示されてはあります。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 26年度については成果表に載せてい

ただいたんですが、今年度についてはちょっとはっきりとした数字を今出すということがち

ょっとまだ準備がしていませんので、出ないんですが。 

○７番（飯田桂司君） いつもやっぱりちょっと歩いているなと、ふらふら歩いているなとい

うところがあると、うちのほうへと連絡があったり、それもまた家内もちょっと介護のほう

をやっているものですから、そんなことでちょっと知っておりますけれども、やはり地域の

協力なんかも必要だと思うんですよ。ちょっとわからなくなるかなとか、不慮の事故で亡く

なるような方もあろうかと思うので、ぜひそういうところも周知をちょっとしていただくの

もいいのかなと、バス協会だとか、あるいはいろんな形で周知をして、今やっておられるか

と思いますけれども、やはり地域の方がちょっと歩いているよとか、そういうことはちょっ

と確認していただくこともちょっと予防になるんじゃないかということで、ひとつよろしく

お願いします。私の要望です。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 今日は役場１階のほうであじさい学

級が行われているんですけれども、そこでゲートキーパー研修といって、ちょっと…… 

（「ゲー、何ですか」の声あり） 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） ゲートキーパー研修というものを、

保健師が講師になりまして今実施しているところだと思いますが、そういった少し元気がな

いとか、ちょっと眠れないとか、相談を受けたときには話を十分聞いて、保健センターやそ
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ういった専門のところを紹介してくださいというような研修を今行っているところですので、

またそういったこともＰＲしていきたいと思います。 

○７番（飯田桂司君） お願いします。 

○３番（栗原京子君） 委員長、すみません。 

その自殺関連のことなんですけれども、いろんな自治体で今、町というか、ホームページ

に心の体温計とかといって、精神状態、メンタルのチェックができるようなものがあるんで

すけれども、そういうのも取り入れてもいいのかななんて思っていました。検討お願いしま

す。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） また、いろんなツールとかもあると

思いますけれども、私たちも研修等に参加しまして、いろんな対策を立てていきたいと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに何かありますか、歳入のほうですけれども。 

○８番（村木 脩君） 予算を90％ぐらいの収納率で立てているんだけれども、そして合計が

収入済額が今これで４億4,400万円というのがあって、これで90.36ぐらいの収納率は、実際

の収納率は予算を立てて90で予算を立てるんだけれども、年度末に行ってどう収納率、もっ

といっているんじゃないか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 予算の段階での一応収納率だとかパーセントですけれど

も、特別徴収は収納率は100％でとっております。普通徴収のほうの収納率を一般のほうが

90％で、退職のほうは92％という形で今、予算のほうは計上させていただいているんですけ

れども、26年度のほうは最終的な決算上の収納率ですけれども、成果表の87ページをごらん

いただければと思うんですけれども、そこの上から２番目の保険税の課税収納状況というこ

とで、こちらのほうの90.38、こちらは収入済額に対して収入未済額、現年のほうですけれ

ども、90.38という数字です。これは還付未済を含んでいないもので、還付未済を抜きます

と90.33という数字になっておりまして、一応現年では90％は越えて、この26年度は越えた

ような形となっております。 

○８番（村木 脩君） いつもこの辺が予算を立てるときに非常に議論になるところなんだけ

れども、原課としてはここに保険をかけたい部分もあるし、これがせめて92ぐらいに予算を

組めるとか、昔は95ぐらいで予算を感じていたんだけれども。そうすると、最初から滞納見

込みが大きくなってくるわけだけれども、この辺が滞納で不納欠損して、ここでツーペーに
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しているのか、でも年々やっぱり増えていく傾向というのは変わらないから、この辺で何と

か歯どめをかけたいなと、この部分は県へ行っても30年以降も町が担当するわけだ、税の収

納というのは。 

（「そうですね」の声あり） 

○８番（村木 脩君） そうすると各市町村と比較されるもので、東海岸は悪いなんてことは

……、大体東海岸は悪いことになっているんだけれども、そういうやはり努力はこれからち

ょっとしておかないと、30年まで。高齢者が多いからなかなか難しい部分もあるんだろうけ

れども、金を持っている高齢者ばかりだといいんだけれども、その辺が今後の課題としてひ

とつ頭に入れておいてください。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいまの話の中で、実は国のほうが一応支援方針の中

で、うちの町の規模での収納率というのは一応決めている規模がありまして、一応5,000人

から１万人規模の保険者ですと91％というようなものは示されてはおりますので、ちょっと

まだわからないんですが、30年になるとこのような数字が県から示される可能性はあるのか

なというふうには考えておりますので、一応収納の関係……。 

○８番（村木 脩君） だからその91というのは、当初でも予算を組むときに、91以上で組め

という話になってくると、そこを標準としますよという数字を出されると、ちょっとこの数

字では難しいなという気がする。やっぱり、92近いものに努力しておかないと。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） 本年度ですけれども、今までとちょっとやり方

を滞納整理について、少し努力をするようにして、今まで夜間臨宅を中心にしていたんです

けれども、これから、今、月末ですけれども、滞納者の調査のほうに力を入れておりまして、

それで滞納整理に向かっていきたいと思っております。 

○８番（村木 脩君） 滞納を調査するときというのは、相手の給料日にしておいたほうがい

いよ。それでやっぱりその給料日を狙っていかないと、それが例え、土日の休みの日に給料

を出すなんていうところもあったりして、そうすると月曜日に行くともうないなんて言われ

て。だからその辺をやっぱり状況を調査して、根回しして、まず約束をとって、何日に来ま

すというような話をして、約束をとって、それを逃さない方向でいく。質問じゃないです。

ですけど。 

○１３番（定居利子君） ちょっと教えていただきたいのです。資格証明とか、何名ぐらい今

いらっしゃるんですか。それ滞納理由に入りますよね。それで分割で納入するという方、何

名かいらっしゃると思うんですけれども、大体どれくらいの人数。 
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○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） 平成27年５月31日現在ですけれども、短期被保

険者証が227世帯、398人に交付しております。資格者証ですけれども、104世帯、122人に交

付しております。ちなみにですけれども、平成26年度に資格者証に切りかえた世帯が29世帯、

38人となっております。 

○１３番（定居利子君） 短期とか資格の方たちが増えていくと、やっぱり不納欠損に処理し

ていかなきゃならないようになると思うんですよね。だから、極力分納でいただくように税

の公平さということもありますので、そういう面も努力をしていただきたいと思いますし、

やはりこれを持ってよく病院に行かれる方ってあるんですよ。でも、本人は気づかないと思

うんですけれども、周りが気づくんですよ。それを持って、普通の保険証と違うもので、だ

から、やはりそういう医療機関の中でそういう目で見られるというのも、やっぱり個人に対

しても私も気の毒だなという面もあるんですよ。本人は全然違和感がないんですけれども、

周りが、あれ色が違うねとかと言って、極力こういうのを少なくして、みんな平等にできる

ように努力をしていただきたいと思います。 

○８番（村木 脩君） 特定健診の関係で結構国も国保のほうから負担している。これは何分

の１の負担で、特定健康診査等負担金が223万9,000円出ているんだけれども、これに対して、

国のほうは費用の何分の１かを負担しているんだろうと思うんだけれども、この特定健診の

ほうは何％行かないと、トータル評価で何か条件をつけられていたんだけれども、その条件、

何だか忘れちゃったんだけれども、その辺については到達できたの60何％とかという、最初

はそんな話があったんだけれども。 

（「到達しないとペナルティーを科す」の声あり） 

○８番（村木 脩君） そうそう。今、うちの町の特定健診率は幾つぐらいで、そのペナルテ

ィーというのが来ているのか、来ていないのか、その辺の現状を教えていただきたい。成果

表にもあるんだろうけれども。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 成果説明書の80ページ、81ページのほうをごらんいただ

きたいかと思うんですけれども、特定健診のほうなんですけれども、81ページのほうに推移

ということで、現在の受診者及び受診率のほう、こちらについては国保の加入者の数字にな

りますもので、26年度につきましては、対象者が3,765人、受診者が1,281人で、受診率が

34.1％というような形になっております。 

  国の助成のほうなんですけれども、申しわけありません。ちょっと調べさせて、後ほどで

よろしいでしょうか。もう一度答えさせてください。 
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○８番（村木 脩君） 当然、負担金なんだから、何割負担とかあるんだろうとは思うんだけ

れども、４分の２とか、４分の１とか、そんなものがあるんだろう。 

  それで、これは特定健診なんだけれども、みんな自分で医者にかかっているからいいとい

つも議論になって、そこのところはみんな持ってくるの。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 今、賀茂医師会とも話を詰めており

まして、東伊豆町はちょっとはっきりとした数字は今ちょっとわからないんですが、先生か

らこの結果を保健センターに持っていくようにと言われましたということで、何人かはきち

んとやってきていただいております。 

○８番（村木 脩君） 全然言われないけれども、それで、そのペナルティーというのは、向

こうから何か来るのか。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） ペナルティーについては、特定健診

の受診率と特定保健指導の実施率を合わせて国が示すものに対して達成していない場合は、

ペナルティーを科すということですが、全く特定保健指導を実施していないところに対して、

後期高齢者の医療費の……、すみません、ちょっと出てこないんですが、そういう地域のと

いうことは聞いておりません。 

○７番（飯田桂司君） ちょっと今、８番から特定健診の件が出たんですけれども、４月ごろ、

区の総会に担当が来て、説明をして案内をしてくれるんです。大変これいいことをやってい

るなと思うところ、私も正直なところ特定健診には行っていないんですけれども、皆さんこ

うして聞いているほうだけれども、割と健診率がそれで悪いのかなと思うんだけれども、何

かいい施策があって、賀茂医師会とのあれもあるんだろうけれども、やはりドックで行かれ

ている方についても、出していない方も中にはあろうかと思うんですよ。個人的なドックに

行っていても、出していないところがあろうかと思いますけれども、そんなところはともか

くとして、何かもう少しＰＲをすることがあればいいですけれども、いかがでしょうか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 特定健診は向上するためにいろいろ努力はされているんで

すけれども、今年度も新しく最終的に、例えば、うちの特定健診ですと、全員予約制をとっ

ておりまして、１人１人の方が何日の何時からという形で、あれの形なんですけれども、非

常にきめ細やかなサービスという形で受診者の方には喜んでいただいています。 

  ただ、その時間が決められているかわりに、急な突発な用事ができて来られないときには、

もうそれで検診は受けられなくなってしまうという逆のパターンもあります。その方たちの

ために、事後のまた追加の健診という形でフォローを今度するようにしました。さらに、そ
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の後また個別で健診を受けられるように、今年は３段階で受け皿を設けるようにして、なる

べく受けたいという方の漏れをまずなくすということ。 

  それから、当然受けに行かなければという啓蒙活動、これが非常に重要かなとは思うんで

すけれども、必ず健診の後に結果説明会という催しをして、広く全体にその健診というもの

がどういうものなのかという説明会を開いて、その会場に足を運んでいただいた方の中で、

当然健診を受けておられる方がおりますので、受診内容によって結果のちょっと気になる方

にはちょっと個別な指導を行ったりという形で、いろいろ受診率の向上と健診ってすごくい

いものだよということの啓蒙はかなり行ってはいるんですけれども、やはりどうしても個々

の都合といいますか、そういうものによってなかなか時期的に足が向かないというのが現状

かなと。もう少し今の見方を変えた、切り口を変えたような方向を少し考えなきゃいけない

かなというふうには思っております。 

  以上です。 

○７番（飯田桂司君） 今聞いて、すごいなと、しているなということで、啓蒙も含めていろ

んな段階的にやっておられるなということで、大変私個人的にも非常にいいことだなという

ことで認識しているわけで、ぜひ続けてまたやっていただきたいなと思います。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） 28ページの保健事業費のことで伺いたいんですけれども、歳出、決算

書28ページの８款１項１目19節のがん検診補助金、人間ドック補助金の支給内容を教えてい

ただきたいんです。 

○委員長（飯田桂司君） 歳出はもうちょっと待ってください。 

○３番（栗原京子君） 歳入ですか、すみません。 

○８番（村木 脩君） 今回不納欠損を4,100万ぐらいやったんだけれども、それで収入未済

額なんかを見ると、もう少しできないか。余り、いっぱいこれで、落とせないか。 

  滞繰のほうだと思うんだけれども、この滞納税を徴収することができないことが明らかで

あるものが87件なんだけれども、ということは、これでもうこれだけしかしていないという

ことは、滞納繰越はもらえるという考え方になっておるんだけれども、だからこの辺をもう

少し来年度になるべく新しいものはさわれないということで、３年以降とかやっているんだ

ろうと思うんだけれども、その辺をもう少しダイナミックにやって、どこかで監査でまた突

っ込まれるぐらい。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） その意味も含めまして、１件１件のほうちょっと掘り下げ
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の調査ということに今とりかかっております。当然、その調査の中で明らかにこれ以上のこ

とはというのは必ず、これから浮き彫りになってくるのかなと思いますので、その辺は早急

な手当てをしていくという形をとっていきたいと思います。 

○８番（村木 脩君） 特に独居老人だとか、そういうところも厳しいんだろうと思うんで、

そういうところは生活保護にでもなってくれればもらえるかわからないんだけれども、生活

保護も古い分はくれないから、その辺を一つ一つ掘り下げてきちんと生活能力があるのかな

いのか、こういうのは見極めて、なるべく落とせるものは落として身軽にしておいたほうが。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに何か。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 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。 

○３番（栗原京子君） すみません。先ほどの28ページなんですけれども、８款１項１目19節

がん検診補助金と人間ドック補助金の支給内容を教えてください。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 成果表の88ページを参考にごらんいただければと思いま

す。 

  88ページの５番の趣旨普及活動の状況の（２）のところなんですけれども、こちらに人間

ドックとがん検診の事業についての決算の状況をお示ししてありますが、１日人間ドック事

業なんですけれども、こちらにつきましては、受診の費用から１万円を控除した額で、上限

は３万円という形で補助を行っております。26年度につきましては162名、391万7,250円を

補助しております。がん検診の事業なんですけれども、こちらにつきましては、１人当たり

350円の補助です。おおむね大体検診に700円程度かかるので、その大体２分の１を補助とい

うような形で補助をしておりまして、26年度は352人、12万3,200円の補助を行っているとい

う状況です。 

○８番（村木 脩君） 決算書の20ページのシステム改修業務というのは委託料で129万入っ

ているんだけれども、このシステムというのは単なる法改正のシステム。今度の個人番号の

ことはまだ何もこれからのはなし。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） 個人番号のマイナンバー制については、まだこ
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の段階ではやっておりません。 

○８番（村木 脩君） それから、24ページの出産育児一時金が504万円ということは、これ

何人国保の対象者で出生したのかな。これは国保対象者だけ。社会保険は入っていないよね。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） 出産育児一時金につきましては、上限が45万円

となっております。 

○委員長（飯田桂司君） 成果表にあるようだったらページ数を言ってください。何かないか

な。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） これは支払いの状況だけで、総額だけですので。 

  すみません。件数については、調べて回答いたします。 

○８番（村木 脩君） 聞いたら60人前後しか生まれていないですから。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今ちょっとどれくらいの数かということで、お話がありま

したけれども、成果表を見てもわかるように、25年度と26年度を比較しますと、かなり一時

金の額が減っているということで、出産数が減ることによっても要因の一つかなというふう

に思われますので、数は後でお示しさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○８番（村木 脩君） 28ページの高額医療の共同事業医療費拠出金なんだけれども、高度医

療というのは今幾ら以上で、何人ぐらいこれに該当してかかっているのか。共同事業の拠出

金のところなんだけれども。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 高額医療費なんですけれども、70歳未満の人の場合、自

己負担限度額としまして、通常の一般の方ですと８万100円です。所得が多い方になります

と15万とかなるんですけれども、あと住民税が非課税世帯ですと３万5,400円。所得によっ

て変わってきます。 

○８番（村木 脩君） 了解。 

○３番（栗原京子君） 決算書の28ページなんですけれども、８款１項２目８節医師、看護師、

検査技師の謝礼というのはこれはどういうものでしょうか。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） これは特定健診の終わった後に、保

健指導の対象者の方を対象とした教室を行っておりまして、そのときに血液検査の実施と、

あと結果、動脈硬化の状況を見る特殊な検査があるんですけれども、それを医師と看護師と

検査技師の方にお願いしまして、保健センターで実施している謝礼となります。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 成果説明表の88ページで、診療費等の状況ということで少し先ほど御
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説明があったと思うんですけれども、被保険者が減っている中で入院外、歯科とかは前年度

より減ってはいるんですけれども、入院だけはちょっと増えちゃっているというのがあるん

ですけれども、何か原因とか、現状を教えていただければと思います。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） ほかの療養費の中で、入院以外は減っています

が、なぜ入院だけが増えているかという御質問についてですが、まず入院を伴う医療に対し

まして高度化が進んでおりまして、診療報酬の点数の高い診療が行われていることが原因と

なっております。 

○１番（笠井政明君） ということは、一人頭の点数単価がちょっと前年度より上がっている

傾向があるということでよろしいですか。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） そうですね。入院に関しましては、１人当たり

の単価といいますか、費用額のほうが増えているということになっております。 

○１番（笠井政明君） わかりました。 

○８番（村木 脩君） 21ページ、当然議会で引っ張っているわけだけれども、一般被保険者

の療養給付費で2,300万円の増額補正ってこれは何なんですか。 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０２分 

 

再開 午後 ３時０４分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○健康づくり課参事（村上則将君） この2,333万5,000円の補正ですけれども、決算剰余金の

６月補正の際に、３カ月間の療養費の状況を見まして、１年間を予想して補正措置をとらせ

ていただいた内容となっております。 

○８番（村木 脩君） その下のちょっと745万とか、不用額が多いんだけれども、どうもこ

れ決算のあるところを見ると、割りかし不用額がこの辺から出ている可能性があるもので、

この745万円の不用額の理由を一緒に教えてください。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 一応、療養給付費のほうになるもので、年間を通して病

院に払わなくてはならない医療費のほうを前年実績等、過去３年間などを含めた中で予算上

計上させていただいているもので、その月々で１億円を越えるとか、まちまちになるので、
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ちょっとここら辺は多少余裕は見させていただいての予算どりとなっておりますので、剰余

金が出ている形になっているかと思います。 

○８番（村木 脩君） 了解。 

○１３番（定居利子君） 先ほど高額療養費のことで御質問がありましたけれども、再度ちょ

っとお尋ねいたします。 

  22ページなんですけれども、１億4,747万5,240円かかっているんですけれども、一番かか

っている病名、順位でちょっとお知らせ願いませんか。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） 療養費につきましては、平成26年度の費用額な

どでは、循環器系の疾患、心臓病や脳血管疾患などが一番多くなっております。 

（「金額的には」の声あり） 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） 質疑の金額ですけれども、費用額でいいますと

３億3,665万9,270円となっております。 

○１３番（定居利子君） 先ほど、山田直志議員からの大綱質疑にもありましたけれども、こ

の心臓とか循環器、あとがんとか、そういうので一番かかった費用、一人で大体1,000万と

かよくあるんですけれども、一人当たりの金額で最高額はどれくらいかかっていますかとい

うのをちょっと教えてください。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） 平成26年の医療費が一番かかっている方で、こ

ちら費用額になりますけれども、透析を必要とする慢性腎不全の方で、費用額のほうが

1,668万9,050円となっております。 

○１３番（定居利子君） 一人の方が1,668万年間かかっているということで大変高額で、結

局これから団塊の世代が多くなりますので、こういう何とか腎臓とか、いろいろの病名が増

えてくると思うんですよ、そうするとやっぱり国保かそういう面に影響がありますので、特

定健診等でいろいろがんなんかも見つかったという人もいますので、極力やはりこういう高

額な医療費を抑えるためにも、どういう今後の施策をされるのか、ちょっとお考えをお聞か

せ願いたいんですけれども。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 総額でいきますと先ほど循環器系が多いということで、恐

らく外科手術を伴うものにおいては費用がかさむということがありますので、透析について

は経年で非常にかかるということで、対策としては我々はやっぱり一番にしたいのは、人工

透析への移行を抑制するというようなことを主題に置いてやっている。今年と昨年度からや

って、先ほどもちょっとお話しさせていただきましたけれども、ＣＫＤ対策という成人病の
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悪化を予防するというような形で、なるべく抑制ということですね。 

  今年県のいろいろ支援をいただいて、その部分で事業をなるべく高度化していくといった、

そういうふうな進め方をして、１人でも減らすというのは切実な努力というか、１人でこれ

だけの金額ですから、１人でも減らすことで本当に効果があるというような形で取り組みを

重点としてやっていきたいと思っています。 

○１３番（定居利子君） 10年後には団塊の世代が、私たちの年代もそうなんですけれども、

75歳以上ですか、そうすると結局医療費がすごいかかってくるということになりますので、

今後の一つの課題だと思うんですけれども、そういういろんな計画等を見ていただいて、少

しでも医療費削減につなげていただければなと思いますので。 

○８番（村木 脩君） 特別会計でやればいいんだけれども、健康づくり事業が、この中にも

やっぱり個々の医療費を減らすとか。そういう目的でいろいろやっているんだろうけれども、

こういう中で割りかし、何か参加型の昔から増えないんだよな。こういうのは毎日クロカン

を歩いている人たちとかあれに勘定してここへカウントしている…… 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 健康づくり教室そのものというのは恐らく指導も含めて啓

蒙の活動の一環になるというのがまず第一かなと思います。そこで得られる結果が皆さんに

示されて、初めてああ自分も健康づくりのために、ではそういうことをやってみようかと。

町ではそういう科学的根拠といいますか、そういうものに基づいた裏づけで事業を行ってい

く中で、今８番さんが言われましたようにクロカンを歩いて行く方は、昔から比べると非常

に数が増えまして、そういう地域資源というか、そういうものの利活用というのはすごく大

事かなというふうには思っていまして、昔ちょっと青空出前教室ではないですけれども、ク

ロカンへ行って歩いている方にいろいろお話をしたりとか、そういうようなことも考えたり

もしたので、そういう施設内で行うことからある程度今後はもうちょっと見える形に変えて

いく方向で、今、考えていきたいかなというふうには思っております。 

○８番（村木 脩君） 前、桜のところでそういうこともやったけれども、実質自分たちで夜

歩いているとか、朝歩いているとか、クロカンを歩いているとかという人は、相当多い。そ

こいらの実数もある程度つかんで、国保なんかのほうでＰＲをしてやるとか。そういう人た

ちをもっと増やすとか。そうすればこの受診率が減っても、16人参加のウォーキングとか、

そんなものはよして。何人で歩きましたとか、２人だったとか、何だかみっともないから、

やっぱりそういうところも拾っておいて、町も見ていますよというＰＲをやっぱりして。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 以前かなり前になるんですけれども、健康づくりの事業が
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町で重点的に始まりまして、そのころ黒根のちょうど坂道にかかるところですかね、あそこ

のところで歩いてちょうどＵターンをしていくあたりになるものですから、あの辺でチラシ

を配って、健康のちょっとしたワンポイントとか、そういうことをやったりしたこともあっ

たんです。実際に今そういうことはやられていないんですけれども、今こそそういうことが

必要になってきているかなというふうに思うので、委員の言われるような形をまた目指して

やっていきたいというふうに思います。 

○８番（村木 脩君） 町も見ていますということをＰＲしたほうが、あなたたちの仕事のた

めにはなるわなという気がします。よろしくお願いします。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第57号に対する質疑を終結します。 

  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（飯田桂司君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結します。 

  これより議案第57号 平成26年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。 

  本案は原案のとおり認定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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定することに

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、委員長報告にしたいと思います。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（飯田桂司君） なしと認めます。 

  暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時２６分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  次に、本委員会に付託されました議案第58号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定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。 

○８番（村木 脩君） 後期高齢者の加入率が18.6、25年度17.6。高齢者が長生きしてきてい

ると、もっともっとこれが上がってくる。ピークが昭和22年生まれがピークになっていくん

だけれども、それまでこういう制度があるかどうかもちょっとわからないところがある。来

年あたりはどれぐらいの見込み、まだ増える当面増えていくという見込みなのか。 

○健康づくり課国民保険係長（鈴木和重君） 成果説明書91ページの国保のほうになりますけ

れども、こちらで国保のほうの被保険者の増減の内訳というのがございますけれども、こち

らで国保のほうで減少している。また、その中に後期高齢加入というのが186名います。こ

の方が後期高齢者のほうへ移っておりますので、まだしばらくの間ちょっと増えるのではな

いかなということが想定されます。 

○８番（村木 脩君） 了解。 

そして次に、保険料の課税収納の状況なんだけれども、これらについても後期高齢者の滞

納額が334万2,000円、収入済額172万5,900円、これらについてはとれるかな。多分年金暮ら

しがほとんどだろうと思うんだけれども、これらの対応を今後どういうふうに考えているの

か。不納欠損が85万、不納欠損していくしかないんだろうなという気はするんだけれども。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 普通徴収の保険料の滞納なんですけれども、後期高齢者

医療、基本的には特別徴収で年金からの差し引きということが基本になりますもので、普通

徴収になっている時点で年金がないか、本当に年金が少ない方ということになって、実際、

そこの部分が滞納になってきておりますので、なかなか…… 

○８番（村木 脩君） 特徴に行けない、そうだよな。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 行かない方たちですので、実際のところ、落としていく

しかないのかなという状況です。 
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  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３０分 

 

再開 午後 ３時３１分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほかに。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結します。 

  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（飯田桂司君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結します。 

  これより議案第58号 平成26年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり認定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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定することに

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にしたいと思います。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（飯田桂司君） なしと認めます。 

  暫時休憩します。 



－23－ 

 

休憩 午後 ３時３３分 

 

再開 午後 ３時３４分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  本日の会議はこの程度に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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会します。 

  なお、14日は午前９時30分より会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

 

延会 午後 ３時３４分 
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特別会計決算審査特別委員会（第２日目）記録 

 

                    平成２７年９月１４日（月）午前９時２７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 
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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 
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兼 介 護 係 長 

齋 藤 和 也 君 健康づくり課 
国民保険係長 鈴 木 和 重 君 

健康づくり課 
健康増進係長 横 山   昇 君 水 道 課 長 木 田 尚 宏 君 

水道課長補佐 
兼浄水場係長 鳥 澤   清 君 水 道 課 

業 務 係 長 土 屋 秀 明 君 

企画調整課長 向 井 青 一 君 企 画 調 整 課 
管 財 係 長 岡 田 賢 一 君 

企 画 調 整 課 
地域振興係長 梅 原   巧 君   

 

議会事務局 

書 記 木 村 昌 樹 君   
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開会 午前 ９時２７分 

 

○委員長（飯田桂司君） 皆さんおはようございます。 

  連日、金曜日から委員会ということでお世話をいただきます。 

  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、本日の特別会

計決算審査特別委員会は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きますが、先に参事のほうからちょっと11日に行いまし

た国民健康保険の関係でちょっと。 

○健康づくり課参事（村上則将君） すみません、金曜日の日の審査の中で３点ほど後ほどお

答えをというものがありましたので、そちらについて御説明させていただきます。 

  御質問のほうが３款１項３目１節の特定健康診査等負担金の負担割合ということですけれ

ども、決算書で言いますと９ページ、10ページのほうが国庫支出金になっておりまして、11

ページ、12ページのほうに県支出金がございますけれども、こちらの特定健康診査の実施す

る費用につきましては、国・県・町がそれぞれ３分の１ずつ負担をするというような形の負

担率になっております。 

  それから、２点目が特定健康診査の負担金の受診率によるペナルティーはということだっ

たんですけれども、制度ができた当初はかなり厳しい条件になっておりまして、特定健診の

実施率が65％未満の場合は後期高齢者支援金のほうが増額になるというペナルティーになっ

ていたのですけれども、全国的に特定健診の受診率が低いため、ペナルティーの基準を変更

して、健診だけでなくて保健指導を実施していない保険者に対してはペナルティーを科すと

いうような形で見直されまして、当町においては保健指導は実施しているためペナルティー

の対象となっておりません。平成30年度には制度の見直しが行われる予定となっております。 

  歳出のほうで２款４項１目19節の出産育児一時金504万円となっておりますけれども、こ

ちらにつきましては、１人当たり42万円で12人に支給したという状況になっております。 

  以上です。 

○委員長（飯田桂司君） では、本委員会に付託されました議案第59号 平成26年度東伊豆町

介護保険特別会計歳入歳出決算認定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。 
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  質疑ありますか。 

  歳入歳出で両方やりましょう。 

○１番（笠井政明君） 歳入のほうの特別会計の６ページ、この中の２款１項賀茂郡介護認定

審査会負担金というのが429万2,310円あるんですけれども、ごめんなさい、この内容と審査

会、ちょっとどういうものかというのを教えていただければと思います。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 賀茂郡介護認定審査会につきましては、賀

茂郡内の下田を除く５町で構成されております。東伊豆町と河津町が第１合議体、南伊豆町

が第２合議体、松崎と西伊豆町で第３合議体というので、合同で介護認定の審査を各委員さ

んに行っていただいておりまして、介護度の判定を行っていただくというような会議になっ

ております。 

  その５町で幹事長を２年ずつ順番にやっておりまして、その委員さんの報酬であったり、

費用弁償なんかを取りまとめて支払うような形の事務を25年度と26年度、東伊豆町が幹事長

となりましてとり行っております。 

  その分の支払いにつきましては、15ページをごらんください。 

  15ページの１款総務費の中の３項介護認定審査会費、そのうちの１目介護認定審査会費と

いうので支払っておりまして、この合計が557万8,813円、これが３つの合議体での委員さん

への報酬になります。このお金を各審査会の町の件数で割りまして、それのうちのそれぞれ

の負担金を河津町、松崎町、西伊豆町から河津町が88万3,448円、それから南伊豆が114万

3,724円、西伊豆町が127万4,605円、松崎が99万533円と、この４つのお金が２番の分担金及

び負担金として収入されたというものになります。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） わかりました。ありがとうございます。 

○８番（村木 脩君） ６ページの介護保険料、これも収入未済額が2,700万、2,800万近くあ

るわけなんですけれども、特別徴収のほうはそれは多分100近いんだと思うんですけれども、

この普通徴収の保険料の未納額と、また滞納繰越、こういったものは今後の見通しとしてど

うなんだろうなと、そのまま亡くなった人もいるのか。もう高齢過ぎてもらえないのか。そ

の辺の今後の見通し。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 未収金につきましては、成果説明書の100

ページのほうに不納欠損ということで387万1,900円ほど上げております。前年度が292万

1,900円で、約90万ぐらい多くなっておりまして、内訳といたしましては右に死亡や転出、
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それから生活保護になった方とか、その他ということで入れてあるので、今後の見通しとい

たしましては、やはり65歳到達者が年々、高齢者がふえますので、未収金のほうもふえてい

くんではないかという予測にはなります。 

  また、後期高齢者と同じように、うちの町というのは普通徴収の方の割合というのが県下

の中でもやはり上位となっております。県平均、ちょっと古いデータですけれども、普通徴

収10％弱なんですけれども、今回、調定額ベースですと13％ほどありまして、やはり普通徴

収というのは後期高齢者と同じように65歳到達者、あるいは年金が18万円未満、あるいは無

年金者というような方が普通徴収というような形になって、どうしても所得のない方になり

ますので、今後、高齢者がふえるとともに未収金のほうもやはり少しふえていくんではない

かという予測はしております。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） 無年金者というのはどれぐらいいるのか。 

  一応、国民皆保険になっているわけだから。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） すみません、無年金者のデータは。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 後ほど、すみません。 

○８番（村木 脩君） 不納欠損のやり方としてどうなんだろう、どこと相談してやっている

のかな。その課だけで検討して。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 一応、職権消除なんかにつきましては住民

課からのデータが回ってきますので、そういったところと連携しながら落とすような形には

しております。 

○８番（村木 脩君） 職権消除は大分いるの、今でも。積極的に職権消除はやっているのか。

余りやっていないのか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 年度末にリストが、住民福祉課のほうから

税務課とか、国保のほうに回ってきますので、その中で対象となっている人を介護はピック

アップして落としているというような形になります。 

○８番（村木 脩君） 職権消除だけでは間に合わないと思うんだよな。だから、その辺を無

年金者とか、はっきりしたもう理由のある者は落としていかないと、こんなものはいつまで

も残ってくると理由のはっきりしているものについては、積極的に不納欠損という手法をと

ったほうがいいと思う。その辺について見解はどうですか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） おっしゃるとおり、時効がありますので、
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欠損というのはどんどん落としていくべきものだと思います。ただ、元気なときはいいんで

すけれども、その方が高齢化して、介護認定を受けるときになると、やはりペナルティーと

いうのがありまして、不納欠損の期間に応じて自己負担が３割になるというようなこともあ

りますので、なるべく納めてもらうような努力をしつつ、どうしてもやっぱり落とさなけれ

ばならないのは落としていくというような形で進めていきたいとは思っております。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○３番（栗原京子君） 初歩的なことで申しわけないです。 

  特別徴収と普通徴収の内容を教えていただきたいんですけれども。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 26年度の調定のベースで特別徴収の対象者

が4,483人いらっしゃいました。それから、普通徴収の対象者の方が1,168名、合計で5,651

名、この中には死亡とか、転入とか、転出、あとは65歳到達等の１カ月でも課税されている

方も含まれておりますので、それから併徴といって最初は普通徴収だったんですけれども、

年度の途中で特別徴収に切りかわったというような、そういう対象者の方、併徴者230人含

まれておりますので、実人数ではないんですけれども、調定ベースで5,651人の方がいらっ

しゃいました。 

  普通徴収というのは、先ほど説明したような方が普通徴収、それ以外の方が特別徴収とい

うような形になります。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） 歳出のことでちょっとお伺いをします。 

  15、16ページ、１款総務費の中で１目一般管理費の中のシステム改修業務委託料300万近

くあるんですけれども、すみません、この内容を教えてください。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） このシステム改修につきましては、平成27

年度の４月から介護保険の制度改正が３年に一遍大きなものがあるんですけれども、その改

正がありまして、報酬改定であったり、保険料が今まで６段階から９段階に分かれたりとい

ったような大きな改修がありまして、その改修の費用になります。 

○１番（笠井政明君） プログラム変更とかということですか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） そうですね。ベンダーさんがＳＢＳさんな

ものですから、そちらのほうのシステムの改修というような形になります。 

  一応これは国庫補助がついておりまして、基準額の２分の１が補助金ということになりま

して、歳入のほうのページが７ページになります。国庫補助金の４目事業費補助金、これが
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収入済額で153万9,000円ということで、このシステム改修委託料費用額の２分の１を補助金

として国からもらっているということになります。 

○１番（笠井政明君） わかりました。ありがとうございます。 

○７番（飯田桂司君） ちょっと介護の関係で、私、年金から特別徴収ということで引かれて

いるわけですけれども、ちょっとここ気になる、26年度の過誤納の件数と金額をちょっと聞

きたい。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 29ページの諸支出金のところに保険金の過

誤納還付金ということで、金額につきましては12万7,700円、これになります。 

  すみません、ちょっと件数のほうを調べていなかったものですから、後ほどお知らせいた

します。すみません。 

○７番（飯田桂司君） ちょっと値があれなんだけれども、昨年のちょっとあれを見てみて金

額的に大変、４月、５月、そして６月、７月ということで４万200円ほど１期で引かれてい

るわけですよ。そして、その後どうしたかというと、１期1,500円にしてあるんです、26年

度の中で。徴収から税務のほうへと。それで、今年度もやはり私ごとで大変申しわけないん

ですけれども、そして今年度来たのが、これは27年度決算になることなんだけれども、２期、

４、５、６、７で１期４万200円引かれているわけ、自分は通帳から引かれているもんでわ

からないわけ。要するに通帳を見ていないから。うちの大蔵省が握っているのでわからない

んだけれども、そうしたところが今度は過誤納還付金でお金戻すから口座等をあれとして送

ってこいということで封筒で来たんだけれども、それについて聞いたところ、またこういう

ことは今後もまたあるよと言うんだよ。それはどういうことなのかな。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 介護保険料につきましては、前年度の所得

をもとに特別徴収は年６回引くような形になります。４月の保険料につきましては、前年度

の２月分の保険料をそのまま引っ張るというような形になりますので、例えば前の年が所得

が大きくて段階が高い人だったりすると、それが２万円を６回とかいうような形で引くんで

すけれども、最後の２月が２万円ですと、自動的に４月分、６月分、８月分というのも同じ、

前年の段階を踏まえて同じ金額を引きます。 

  ただ、10月に本算定をやったとき、例えば前の年の所得が会社をやめられてとか、所得が

低くなってしまうと、段階ががたんとさがってしまいますので、そうすると去年の年12万円

の保険料がいきなり４万円ぐらいに落ちるような可能性もあります。そうした場合に４、６、

８でもう引いてしまったので、還付になりますというような形、あるいは10、12、２月分に
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ついては金額がいきなり2,000円ぐらいずつ引くような形になる場合もあって、前年度の所

得に応じて、これが一定で65歳以上の年金だけしか毎年いかなければ、段階はそんなに上下

することはないんですけれども、ほかの収入がある方については、前年までの所得で見るも

のですから、前の年が保険料が高かった方について、次の年にその収入がなくなると、いき

なり保険料が下がるもんで、最初の４、６、８で引き切ってしまって、その後、多い分につ

いては還付しますよとか、それで引き切ってしまったもんで、翌年になると今度２月の保険

料が、引き切ったもんでゼロだったもんで、翌年度普通徴収といって、納付書で納めてくだ

さいというような方に戻る、そういうことがあるもんですから、所得のあったところからな

くなる場合は３年ぐらいかけてだんだん平坦な形にどうしも仕組み上なってしまうというよ

うな形になります。 

○７番（飯田桂司君） 今、説明を受けて、担当課の収納課のほうも確認したんだけれども、

よく担当課がよくわからない。収納課のほうへ行ってすぐに答えられないでしたんだけれど

も、やはりこれではおかしいと思うんだよ。過誤納で還付するよ、これはわかる。ではなく

て、26年度あたりは取り過ぎてあるもんで、今度４月、６月、８月で1,500円ずつに引いて

あるんです。1,500円ずつ２期、４月、５月、６月、７月を1,500円ずつにしてある。そして

年金庁から来るのは九千何がしでちゃんと来るわけ、年金庁のほうから、それは見ているわ

け。だから、それで引かれるなと思っているから、この４万200円というやつはどういうこ

とでね。 

  それで、今回はもう納め過ぎてありますから１カ月先、振り込みますから口座、通帳の番

号を教えてくださいと来ているわけ。それで聞いたら、こういうことはまた考えられますよ

というから、こういう方がまだほかにもいっぱいいるのかなと私感じるんだけれども、どう

なんだろうな。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今、担当のほうから説明ありましたけれども、本算定の時

期が10月ということで、変な話、その年度の半年間については、前年度のデータをもとにさ

れてしまうということで、その間に納期が３回、ここで多分恐らく過誤納の分がかさんでい

ってしまうということかなと思うんですけれども、一応、今、制度上どうしても課税の時期

と納期の割りつけについては定められたもので行っているので、事務手続上はどうしてもそ

ういうことが起こってしまうという。納めている側にすると、もっと早い段階でわかれば、

もっとそんな差がなく済む話じゃないかというのが実情だとは思うんですけれども、その制

度が３年に一遍変わることもありまして、前年度と課税の仕方が変わってきたり、軽減の対
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象が入れ変わったりすると、対象額が大きくなってしまうということかなというふうには思

われます。 

○７番（飯田桂司君） なかなか本算定も含めて、それはそれとして、同じように過誤納で戻

すことはわかるんだけれども、年によってちょっと金額を納め過ぎたから１回1,500円、そ

れも１期、２期、３期と1,500円ずつ、こんなに極端に、それだけちょっとおかしいなと。

間違いではないんだろうけれども、最終的にはもう年間納める額はちゃんと決まって納める

ことはいいんだけれども、そこのところが俺だけかな、ほかにもまだあるのかなということ

で、ちょっと伺ったわけですが。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 先ほど担当のほうから歳出の還付内容については説明をさ

せていただきましたけれども、実情、歳入の中で、年間の会計の中で還付が発生して還付で

収入の中から還付という形で返している金額は恐らく件数的にはまだ相当数あると思います。

それはちょっと今の段階では資料ないんですけれども、年度内で処理がされているものは相

当数があると思います。 

○７番（飯田桂司君） 了解しました。 

○３番（栗原京子君） 95ページなんですけれども、町の中で居宅介護サービスの受給者の数

が要介護度が５の方が46名いらっしゃるということなんですけれども、このうち独居老人と

いうか、おひとり暮らしの方は何人ぐらいいらっしゃいますか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） すみません、正確な数字は持っていないん

ですけれども、多くの方は特養とか、施設に入っている方が多いと思います。介護度が５に

なってしまうと、そう在宅でというのはなかなか難しい部分がありますので、この46人のう

ちでも一桁ぐらいではないかというふうに思われます。ちょっと正確な数字は資料はないん

ですけれども、すみません。 

○３番（栗原京子君） わかりました。何人かはいらっしゃる。ありがとうございます。 

○８番（村木 脩君） ９ページ、ここのところで繰入金が1,427万9,000円、これがマイナス

で出ていて、そして保険給付のほうで不用額が4,000万、18ページなんだけれども、出てい

るんだけれども、その関係でこの繰入金のマイナスが出ているのか。出ていれば、18ページ

の不用額、これが居宅介護のほうで1,200万出ているんだけれども、大きいところの説明を

少し欲しいかな。施設介護のサービス給付も1,400万ほど不用額出て、決算書のほうで介護

会計の９ページと18ページ、この関連。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 繰入金の1,400万の減というところは、介
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護給付費につきましては法定負担率というのが決まっておりまして、町からの繰入金につい

ては12.5％が給付費の繰入金になります。それを26年度年間見込みを立てまして、そこから

12.5％分を繰り入れてもらうということになるもんで、その見込みが思ったほど伸びていな

かったということで、その給付費のほうは下げているということになります。 

  支出のほうにつきましても、一応年間で当然給付というのを見込みまして、補正でも

3,000万ほど下げているんですけれども、それよりも伸びなかったということで、不用額が

居宅の1,200万、それから施設も1,400万というふうにして、余りぎりぎりの給付を見ると、

今度は不足になってしまうと払えなくなると怖いものですから、やはり少し余裕を見て給付

を見たんですけれども、思ったほど伸びなかったもので不用額として出たということになり

ます。 

○８番（村木 脩君） この辺の居宅サービス、これ非常に読みにくいのかなという気はする

んだけれども、居宅サービスの余裕を持たせ過ぎた要因というのは把握できているのか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） うちの町の介護サービスというのは、居宅

系通所介護であったり、訪問介護であったりということで、割と居宅系の施設が多くありま

す。なものですから、そこの利用者、利用分については少し多めにやはり見ないと、施設で

したら定員が決まっているものですから、それでほぼ満床なので、そんなに差は介護度によ

っても費用が違ってくるので、そういう部分はあるんですけれども、大体予測はできるんで

すが、居宅のほうについてはやはり数が多いものですから、どの程度利用するかしないかと

いうのはなかなか難しい部分があるんじゃないかと思います。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○３番（栗原京子君） 成果説明表のほうなんです。99ページで任意事業で認知症サポーター

養成講座というのが10回ほど開かれていて418名の方がこの講座を受けられたということな

んですけれども、どういう方たちが受講されたというのか、そういったことを聞きたいです。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） キャラバンメイト、こちらに書かれていま

す13名のキャラバンメイトの方々に認知症についての知識を深めていただいて、接し方だと

かを学んでいただく講座なんですけれども、昨年度は稲高の１年生と３年生や稲取中学校、

それから静銀さんでもやっていただきまして、あとは北川区でも行っていただきました。ほ

かにはあじさい学級や旅館組合さんにお願いしまして、従業員の方にも受けていただきまし

た。あとは、サッカークラブですとか、そういったところで合計10回やっております。 

  以上です。 
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○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  それで、例えばサポーターの講座を受けて、それで単発で終わっているのか、またステッ

プアップみたいな講座みたいなものも町としては準備されているのかどうか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 過去にはそういった方々の研修なんかも行

っております。ちょっと昨年度は実施しなかったんですけれども、いずれにいたしましても、

この養成を受けていただいた方々が地域の見守りをしていただきまして、その中学生の方が

ちょっと徘徊されているような、ちょっとこの間の講座でやったような人がいるよと言って

近所の人に教えてくれて、そこから通報があったりとかというような形で、着実にその成果

というのは上げていると思いますので、これはあくまでゆるやかな町の中での見守りという

ことになりますので、そういった成果は上げていっているというふうに感じております。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  その見守りなんですけれども、その下のほうに伊豆急とか、郵便事業所など87機関がその

加盟をしていると書いてあるんですけれども、どういった機関が加盟されているんでしょう

か。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 町内の介護事業所はもとより、それこそ新

聞配達さんであったりとか、宅配事業者さん、それから各区の役員さんなんかにも入ってい

ただきまして、その方々に例えば新聞ですと何日かたまっていれば役場のほうにちょっと御

連絡をくださいとか、あと町内で国道を１人でちょっとふらふら歩いているような方がいる

よというようなことがあれば、連絡くださいということでお願いしておりまして、この事業

所の方々につきましては勉強会をやっておりまして、昨年度は静岡の新聞事業者さんで県外

に何十カ所も事業所を持っている方に講演していただきまして、その事業所としてはどうい

うことをやっているか、見守りの考え方であったりとか、社員教育なんかはこういうふうに

しているよということを講演していただきまして、勉強会というような形で毎年開いており

ます。 

  以上です。 

○３番（栗原京子君） 例えばその中でこれから認知症の徘徊の方とかもふえてくると思うん

ですけれども、そういう場合は見つけたというのか、ちょっとおかしいなと思ったときには

役場に連絡が行くようになっているんですか。それとも、警察のほうですか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 一応、包括支援センターのほうに御連絡く

ださいということで、認知症で徘徊するおそれのある御家族の方から顔写真入りで御本人の
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資料をいただいておりますので、そういったものと照合したりとか、あとは当然警察と連携

して、身元を確認するというような形でやっております。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。 

○８番（村木 脩君） さっき聞いたのは居宅なんだけれども、施設介護で何か今、川崎のほ

うでも問題になっているけれども、ああいう問題というのが出た場合には、その管理という

か、検査に入っていくのは県が入っていくということ、情報としてもし町がつかんだときに、

そういった情報は県のほうへ通報という形になるのか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 各施設には事故報告というのを常にしてい

ただくようになっております。これは通院以上の事故があった場合は保険者に連絡というこ

とで町のほうに、それを県のほうにも四半期ごとに、こういうものがありましたということ

で通知することになっております。 

  施設につきましては、指定とかの権限は今のところ県が持っておりますので、今テレビで

やっているような川崎のものがあれば、当然県が入るというような形、保険者として町も一

緒に入っていくというような形にはなると思いますけれども、いずれにしても各事業所さん

からは事故報告というような形でしていただいておりまして、また２年に一遍、県のほうで

各事業所施設を実地指導ということで人員が足りているのかとか、あと事故があったときの

対処法、それから防災とかあった場合の体制はできているのか、職員研修はできているのか

というようなことを２年に一遍、各事業所を回って指導することがありますので、町もなる

べくそれに参加して施設の実情というのを見回るようにしていますので、そういった形で事

故防止には当たっております。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） 過去にそういう件数何件か。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） ああいった虐待というような形では、なか

ったと。 

○８番（村木 脩君） それとまたちょっと違うんだけれども、28ページの先ほどの指導と同

じなんだけれども、権利擁護事業というのはかなりこれから出てくると思うんだ。家のこと、

ひとり暮らしの人の権利だとか、そういったものを川崎の事件があったり、いろいろあるん

だけれども、ここらの進め方とするのは非常に難しいのかなという気はするんだけれども、

この権利擁護をできるの、職員だって限られていると思うわけです。その辺を町と権利擁護

をする人たちとの話し合いというのはされているのか。 
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○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） この権利擁護につきましては、成果説明書

の99ページにあります成年後見制度利用支援事業が４名というような、これと関連があるん

ですけれども、包括支援センターが認知症などで自分で判断できない、身寄りのないような

方について成年後見の申し立て、それから所得のない人については後見人に対する費用の助

成というのをやっている事業になります。 

  これにつきましては、包括支援センターのほうで下田の弁護士さん、ひまわり法律事務所

さんだとか、そういったところの方々や司法書士さんと密に連携をとりまして、日ごろから

常に電話でやりとりをしている中で進めているということで、またさらに町の会議なんかに

も、そういった司法書士さんや弁護士さんにも入っていただいて、一緒に情報交換なんかも

しているということで、うちの町とするとかなり他職種の連携につきまして包括支援センタ

ーがかなり頑張ってやってくれているというふうに感じております。 

○８番（村木 脩君） 了解。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○１番（笠井政明君） 特別会計の14ページのところの一番最後なんですけれども、介護予防

運動指導利用者負担金というのがあるんですけれども、ごめんなさい、これのちょっと内容

を教えてください。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） これは平成26年度から始めたものなんです

けれども、各種アスド会館や保健センターでやっている介護予防教室の参加者の方に自立体

力検定テストというのに参加していただきまして、自分の体力年齢が何歳かというのを客観

的に判断していただくテストに参加していただく、その自己負担の費用分１件当たり550円

を出してもらっている、その収入になります。 

  全国で何番になったよとかという順位だとか、あとはカメさんだとか、ウサギさんだとか、

そういう絵みたいな、イラストなんかで、あなたの年齢に合わせるととてもすばらしいです

よとかという、モチベーションを上げるためのツールとして去年からやっていただいたもの

になります。 

  昨年度は延べですが189名の方にやっていただきまして、やはり目で見えて自分の体力年

齢だとかというのがわかると、やはりやる気が出て、次はもっと上がるように頑張ろうとか

という形になりますので、非常に好評を得てやっているものになります。 

○１番（笠井政明君） 了解しました。ありがとうございます。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 
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○１３番（定居利子君） 16ページ、認定調査等費、これ747万4,060円なんですけれども、こ

の主治医の意見書料についてちょっとお伺いしたいんですけれども、これ介護認定受ける場

合に町から書類をいただいて、主治医から文面等を書いていただいて、それで介護認定を受

けるという形なんですけれども、よく介護認定を申請して行かれたときには大変調子がよく

て認定を受けられなかった。家族がいたときには自分がそういう態度を見せたくないもので、

認定がなかったよ、結局そうではないんですけれども、困ったよという、そういったところ

が何件かあると思うんですよ。 

  そういう場合に、また再度この主治医からのそういう書類とかを出すんですか。それとも、

家族からの通報でいや介護の認定を受けられなかったんだけれども、もう一度調べてくれと

いう、そういう連絡が役場のほうにあるのか、包括支援センターのほうにあるのか。そうい

う調査等はやられているのかどうか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 認定調査につきましては、調査員のほうが

訪問して74項目の項目を検査し、あわせて主治医に今おっしゃられた意見書というのを出し

まして、その両方を合わせて審査会のほうで判定をするというような形になります。 

  例えば、容体が急変したりだとか、そういった場合につきましては、再度、区分変更申請

ということでもう一回申請を出していただいて、再度調査、御自宅の訪問調査と、あと主治

医の調査を両方やはりかけて、同じようにもう一回審査をして重度になったということで、

その変更になると、それでそこからまた認定期間が１年なり、半年なりというような形でリ

セットというような形でやっております。 

○１３番（定居利子君） 認定をすぐ受けられればいいんですけれども、受けられない場合、

家族がいないとか、１人でその方がいらっしゃるとかになると、やっぱりいろいろ近所に迷

惑かけたりとか、裸で歩いたりとか、そういう状況なんかも私たちも見ていますので、そう

いうのは近所の人たちが通報するのか、家族に対しては大変迷惑をかけたということで、い

ろいろ近所等へ謝りへ行ったりとかという姿を見ていますので、やっぱりそういう情報なん

かも密に本部に入れて、認定が例えば介護度１とか、２とかじゃない、結局そういった方た

ちはそうじゃないと思うんですよ。もう介護度もう上がると思うんですよ。自分のこともで

きないけれども、その調査に来たときはうんといい格好して、いや何でもないです、何でも

ないですと。調査項目75項目がチェックされないで多い状況が大変あると思うんですよ。 

  例えば主治医さんにもそういう状況等をよく説明して、極力そういう形、家族に対してで

も働けるような、そういう環境づくりをしてあげればなと思うんですけれども。この主治医
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さんは賀茂郡下では何名ぐらいですか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） この認定調査の主治医というのは、特に決

まっているものではないものですから、自分のかかりつけのお医者さんに書いていただくと

いうような形になりますので、人によっては整形の先生にお願いしたりとか、内科、外科と

かというのは特に指定はありません。 

  なものですから、例えばかかりつけの先生が整形の先生で、でも認知が進んでとかとなる

と、なかなか整形の受診の時間の中では見られないものですから、もしあれでしたら、そち

らの専門の先生に一度受診をしていただいて、そちらで主治医の意見書を書いていただきま

しょうかとかいうような、勧めたりとかというのは包括のほうでやっておりますので、また

徘徊しているとか、何とかというのは、なるべく役場の包括のほうに連絡をいただいて、そ

こから訪問をして受診につなげていったりとか、介護申請につなげていくというのが包括の

仕事になりますので、その辺、御近所の方からの連絡とかもなるべく受けやすいような形で

事業のほうを進めていければいいかなというふうには思っております。 

○１３番（定居利子君） 以前、やはり先生の意見書ですか、それが内科ならスムーズに書い

ていただけるんです、その状況を、常にそのかかりつけへ行っているから。そうでない、例

えば今おっしゃったような整形とかになると、状況がわからないんですよね、整形の場合だ

と。そういった場合は、すぐに書いてもらえなかったとか、そういう状況等を聞いておりま

すので、今後そういうことのないように。 

○８番（村木 脩君） 課長さんに97ページ、成果表のほうの、この中で各種いろいろ事業を

やっているんだけれども、人数的には比較がない、年々ふえていっているのか。これは結構

効果あると思うんだよね、事業としては。これらの今後、こっちへ課長がおりてきてしまっ

て、この後の事業展開というのはどのようにしていくのかというのを、ほとんどもうこれか

らは団塊の世代を対象にしてきてももういい時代に入っているわけだけれども、その辺につ

いて課長の見解聞きたい。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 委員おっしゃられるように、事業はこれから必要な対象者

はふえるだろうということで、現在の方式で行きますと、施設に人を集めて教室を行うと、

御承知のとおりアスド会館を中心に行っておりますので、アクセスが一番問題になると。今

行われているのは、マイクロでの送迎というのが第一基準ということで、仮に募集をかけて

交通の手段を持っていない人だけが申し込みをされるとなってくると、29人乗りのバスです

から、およそ30人が１教室の枠組みという形は自然に決まってきてしまうような形なんです
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ね。幸いにも今、運転免許を持っている方が多いので、それには限らないんですけれども、

やはり打ち出す募集人員はそのことを考えると30名という教室を組むと。 

  講師の観点から言いましても、一度に目の届いて、効果的に進められる人数というものも

およそ30人が限界の点かなと。そうすると教室数を多く持ったり、あるいはこまめに開催の

場所をたくさん設けたりというのが今後必要になってくるのかなと思うと、１施設に頼るの

ではなくて公民館単位とか、地区単位、そういったもので教室を行っていく。幸いにも町に

は公民館が何カ所もございますので、そういうところを利用した教室もこれからは展開を図

っていかないと、施策としてはうまくいかないのではないかなというふうに思っています。 

○８番（村木 脩君） 太陽の村だっけか、茨城の。あそこらは自主的にやっている人がいる

んだけれども、そういう公民館、いきいきセンターはやっているわな。そういうものが今、

公民館に根づいてきているのかどうか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今の段階ではまだそういう自主的な活動というのはまずな

いです。もちろん、組み上げていく上では中心になって動いてくれる方はまず必要とするか

なというふうに思うんですけれども、以前そういう形でヘルスサポーターというか、ある程

度、一番重要になってくるのは運動の指導をするよりも、リスクをどう見分けるかというと

ころが一番重要になってくるもんですから、その辺のことでやっぱりちょっと参加を募って

勉強会みたいなものをやった経緯はありますけれども、やはり危険というか、こういうとこ

ろにこういうリスクが隠れているよということを教えれば教えるほど、そこに手を出してい

くことを怖がってしまうというのが一番あると。 

  責任の所在というものも、もちろん町でやることですから、例えばある方をお願いしてや

ったにしても、所在は町にあるというふうに御説明を申し上げながら進んでいくんですけれ

ども、当事者とすると、自分の目の前でもし何かあったら嫌だというのが一番多くて、なか

なかそこがうまく進んでいかないところではあるんですけれども、今後はそうは言っても、

実質やっていかないと本当にどうにもならなくなって、もう少しちょっと方法を今検討して、

最初は回っていくというか、職員、あるいは臨時職員で持ち回りをしていく形でちょっとス

タートはしてみようかなということで考えております。 

○８番（村木 脩君） リスクはみんなあるんだけれども、クロカンを歩いている人もそれぞ

れみんなリスクはあるんだけれども、それはやっぱり自己責任として管理してもらわなけれ

ばならないところで、だからその辺ももう少しこれは自己責任でやってもらうんですよと、

だから自主的に自分たちでやる方向へ行ってくださいということにしていかないと、いつま
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でも役場がそんなものをやっていたら、それこそ心臓麻痺でぽっといってしまったら補償し

てくれだとか、またそんな話になってくるし。 

  だから、その辺をこれからどういうふうに根づかせていくかという難しさはあるんだけれ

ども、その辺についてやっぱりもう少しならしていかないと、あそこへ来る人だけの数でや

っていると、効果はあると思うんだけれども。だから、その辺のこれから普及、大変だけれ

ども、何とか区と連携したりしてやっていくとか、そういう方向で展開してください。 

○委員長（飯田桂司君） ほかにありますか。 

  質疑ありませんか。 

（「暫時休憩」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２２分 

 

再開 午前１０時２５分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  質疑なしと認めます。 

  これをもって歳入歳出全部の質疑を終結いたします。 

  これをもって議案第59号に対する質疑を終結します。 

  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（飯田桂司君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結します。 

  これより議案第59号 平成26年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について採

決いたします。 

  本案は原案のとおり認定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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定することに

決しました。 
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  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２６分 

 

再開 午前１０時３９分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  次に、本委員会に付託された議案第62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決算認定につ

いてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を水道事業会計全般とします。 

  質疑ありませんか。 

○１番（笠井政明君） すみません、ではちょっと１つお伺いします。 

  白田の百山荘の売買についての件なんですけれども、一応、取得を昔して、それを何とか

売買したいという形にはなっていたと思うんですけれども、現状と今後どうしていくかとい

うことだけお伺いできればと思います。 

○水道課長（木田尚宏君） 百山荘は平成17年のときに浄水場の用地として購入をしたという

ことなんですけれども、その当時7,500万円ほどで購入しているということなんですけれど

も、実際、現在、浄水場の計画がなくなりまして、井戸によって浄水場は廃止する方向で井

戸整備をしていくということで今進めておりまして、不動産会社に仲介を今出しているとい

うことなんですけれども、非常に片瀬白田地区、景気も悪いものですから、土地の動きもほ

とんどありません、今。なもので、１件も今のところ話が来ていないような状況です。 

  また、将来的に井戸で整備していった場合、配水池とかにも使える可能性があるんではな

いかということで、そういう辺もちょっと考慮して、土地の使用方法なんかを検討している

ということです、今現在は。そういう状況になっています。 

○１番（笠井政明君） その用途がちょっと売却するのか、今みたいに設置していくのかとい

うことろなんですけれども、今現状がそのままになっていて、余り人が行くところではない

んですけれども、結構、草木が生い茂ってしまっている部分とかもあるので、その辺とかは

決まるまでは何もしないというお考えで今後も行くんでしょうか。それとも、一回更地にし

てとかいう計画はないですか。 
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○水道課長（木田尚宏君） 現在、年に２回ほど、大体７月と10月ぐらいかな、シルバー人材

センターに委託しまして、草刈りをやっています。この意見書のほうにもちょっと管理が行

き届いていないということであるんですけれども、実際には年２回草刈りのほうをやってお

りまして、それ以上となるとまた面積ちょっと広かったりするものですから、なかなか水道

課の職員自体も人数が非常に少ないものですから、ちょっと手が回らないのが現状です。 

  その辺でまた、それ以上の管理というんですか、今のところちょっと難しいかなという形

です。更地にするにしても、金額が非常にかかりますので、今、水道会計非常に苦しい状況

なものですから、そこまで実際手が回らないのが実情です。 

○１番（笠井政明君） わかりました。 

○１３番（定居利子君） 関連ですけれども、あそこの中の大きい木が倒れているのあります

よね。あれを万が一、こちらの裏のうちで新しく建て直したうちがあるでしょう。あそこへ

もし倒れたらどうしますか。あの大きい木がもう中に倒れているんですよ。だから、そうい

う面も今後注意しないと、周りにうちがないからいいんですけれども、奥に１軒あるんです

よね。そういったところから何かそういう声を聞いていませんか。 

○水道課長（木田尚宏君） 実際に門のすぐ近くのところにモミの木がちょっと倒木していま

して、それをチェンソーなんかで切ったりしないととても手がつけられないような太さなも

のですから、それをちょっとシルバーさんに見積もりをお願いしている状況です。 

  実際、状況を見てまた危険性があれば伐採するなりの処理を検討していこうかなと思って

いますけれども、倒れるような危険性ですね。 

○１３番（定居利子君） モミの木ですか。すごい大きい木が倒れているんですね。今後、そ

ういうのも台風とか、そういういろいろ災害がある中で、気をつけていかなければならない

部分があると思うんですよ。その管理のほうも、そしてなにかあれば、やはり水道課の、町

の責任になりますので、そういう管理のほうをやっぱりしっかりとやっていただかないと、

今現状ですと、すごい野放しみたいな、木がすごい生い茂ってちょっと危険だなという箇所

もありますので、注意していただければと思います。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○１１番（森田禮治君） 関連だけれども、門の外のお化け屋敷を壊さないと、あれは    

だよ。倉庫のほうに車も１台入っている。あれ、水道課のものだよ、あそこまで。門の外に

１軒あるだろう。あそこも水道課の地所だからさ。百山荘の社長がいたところ。あれは中は

いいさ、門があってちゃんと立ち入り禁止の看板も出ているから。外にあるだよ、道路の反



－43－ 

対側に。あれだけは壊すか何かして、金がないのに、壊さないと危ないということだよね。 

○水道課長（木田尚宏君） またちょっと状況を見まして、危険性があればまた壊すなりとい

うことも検討していきたいと思います。 

  見てみないことにはちょっとわからないものですから。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○８番（村木 脩君） 決算書の３ページの営業収益と営業費用4,400万、三角なんだけれど

も、この辺で営業収益と営業費用のほうがかかるということは、利益がでないということ、

その辺の今後の見通しを教えてください。 

○水道課長（木田尚宏君） まず、営業収益が非常に落ちましたのは、やはり大口使用者の料

金収入が非常に減っているということです。使用水量が一番大口が熱川の分譲地の一番大き

い分譲地さんが一番使っているところなんですけれども、そこが井戸を掘ってありまして、

その井戸を雑用水として非常に使っているものですから、26年度の途中から基本水量になっ

てしまいまして、基本料金分しか入ってこないような状況になっているのが現状です。 

  また、熱川地区のホテル、旅館さんなんかも企業努力ということですかね。経費の節減と

いうことで、雑用水に地区の水道をかなり使っているということで、源泉のうめ水とか、掃

除用の水、そういったことで水道水の使用料がかなり減っています。そういうのが影響して

いるということです。 

  また、営業費用のほうでは、動力費が円安の影響で電気代が前年に対して５％ぐらい上が

っています。もう7,000万円台に突入しているような状況です。 

  あと、会計制度の改正が26年度の４月から始まりまして、その影響で26年度は移行時期と

いうことになりまして、今度は夏期の賞与なんですけれども、６月の期末勤勉手当、その分

について引当金という形で予算化しなければならなくなりました。その関係で賞与引当金の

繰入額を２年分26年度は見なければならなくなったということもあります。前年の26年６月

に支給される期末勤勉手当、その分につきまして25年度に係る部分、これが月でみますと25

年度の12月、26年の１月、２月、３月分、この分を過年度分として特別損失のほうで引き当

てました。 

  それと、今度は27年６月に支給する夏期の期末勤勉手当、この分に対しては原水及び浄水

費や、配水及び給水費、総係費、この３つの費用科目で賞与引当金繰入額として計上してい

ます。この部分は26年12月と27年１月、２月、３月、この分を見てあります。 

  そういう関係で通常の年度の職員給与費よりも、さらに上乗せして見てありますので、26
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年度は人件費がふえております。これは26年度だけの問題です。そういった絡みで4,400万

の営業損失が出ています。 

○８番（村木 脩君） その人件費の関係は総係費の中へ入ってきているわけ。 

○水道課長（木田尚宏君） 総係費と、原水及び浄水費と、配水及び給水費、この３つの営業

費用の中に入っています。原水及び浄水費は、浄水場の職員のものです。配水及び給水費は

管理係のものです。総係費は業務係と私の給与費の分です。そういったものが予算計上され

ております。 

○８番（村木 脩君） 減価償却費なんていうのは、どちらかと言うと利益の部分に入ってく

るような部分もあるわけだよな。どちらかというと数字的にただ経費的に落としているんだ

けれども、それは実際には利益と勘定してもということは、4,400万の赤字でも大丈夫とい

うことか。 

○水道課長（木田尚宏君） 減価償却費というのは、現金の支出をしない費用でありますので、

その分キャッシュ、現金が残っているわけなんですけれども、ただ、数字上なものですから、

その部分が丸々現金があるよということでもないんですけれども。内部留保資金という形に

なりますので、４条、資本的支出、建設改良費の工事の費用とか、企業債の償還金、そうい

ったものに充てる部分になってきます。 

○８番（村木 脩君） 了解。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○８番（村木 脩君） ちょっと９ページのキャッシュフローのところで、ここで三角のつい

ているやつが2,600万の大きいやつと、あと利息の支払い、この利息の支払いはあと何年ぐ

らいしていくのか。 

  それと、長期前受け金の戻し入れというのはちょっと内容を説明してもらいたい。 

○水道課長（木田尚宏君） まず、利息の支払い3,052万8,772円ありますけれども、これは企

業債が32ページ、ごらんいただきたいと思うんですけれども、３月末現在で11億8,541万

3,458円あります。この一覧表に載っている利率、これは借りた利率なんですけれども、こ

の利息の支払い分ということなんですけれども、これが完全に償還が終わるのが平成40年近

くになって完全に起債の償還が終わるような形になりますので、それまで支払い利息も残る

ような形になると思います。 

  長期前受け金の戻入というものなんですけれども、これは会計制度の改正によって出てき

たもので26年度から発生しております。これは現金は伴わない数字上の収益という形なんで
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すけれども、これはみなし償却という制度、国の補助金とか、県の補助金なんかもらったと

きに、そこの部分を抜かして減価償却していいよというような制度があったんですけれども、

それが26年４月から廃止になったんです。この廃止によりまして、みなし償却していた部分

はその取得時にさかのぼって減価償却を行い、またその原価償却に見合う分を収益化しなさ

いよということになったんです。 

  みなし償却をまたしていない部分もありまして、みなし償却をしていないということは全

部減価償却をしていたということなんですけれども、これが他会計補助金とか、工事負担金

とか、受贈財産評価額とか25年度まで資本剰余金に載っていた償却資産の部分なんですけれ

ども、その部分はさかのぼって減価償却というのは、もう減価償却していたもので減価償却

する必要はないんですけれども、収益化はしなさいよということになったわけです。 

  収益化した部分というのは、その他未処分利益剰余金変動額という形で、利益剰余金のほ

うにぽんと載ってきてしまったわけなんですけれども、それはもちろん昔もらったものです

から、現金なんかは一切関係なくて、数字上だけのものなんですけれども、25年度までその

部分もらったものはその他未処分利益剰余金変動額という部分に利益剰余金として載っかっ

てきているんですけれども、26年度以降、その収益化する部分が出てくるわけですけれども、

その部分が長期前受け金戻入という形で、単年度ごとに収益化されていくんですけれども、

みなし償却していた部分というのは、さかのぼって減価償却するもので、その同じ金額を収

益化するもので、行って来いでゼロになってしまうんですよ。利益剰余金はみなし償却して

いた部分は出てこないんですよ。 

  26年度以降は収益化した部分は長期前受け金のほうに入るんですけれども、その一緒の金

額が減価償却費として26年度以降は出てくるもので、みなし償却の部分は行って来いでゼロ

になってしまうんですけれども、みなし償却をしていなかったものについては長期前受け金

戻入額という形で載っかってくるという形なんですね。 

  そういう現金の支出を伴わない数字のみの収益の部分です。 

○８番（村木 脩君） これは当分。 

○水道課長（木田尚宏君） はい。決算書の７ページ、繰延収益という項目が貸借対照表のほ

うにあります。そこの（１）で長期前受け金、ここに国庫補助金とか、県補助金とか、他会

計補助金と分担金、受贈財産評価額寄付金とありますけれども、この額が収益化累計額で長

期前受け金戻入という形で載っかってきた単年度のものがここに累計額がどんどん載ってく

るわけなんですけれども、これが上の金額からマイナスされて、この上の金額がゼロになる
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までずっと出てくるような形になります。 

○８番（村木 脩君） 上の金額というとどこのこと。 

○水道課長（木田尚宏君） 国庫補助金だったら１億4,380万477円とか、ここの部分が毎年、

長期前受け金戻入という形で26年度以降でてきますので、その長期前受け金として出てきた

部分が下の収益化累計額１億930万4,298円に27年度出てきた分とかが足されていくわけなん

ですけれども、これがどんどん１億4,380万になるまでずっと出てくるわけなんですよ。 

  上の金額がゼロになった時点で収益化が出てこなくなるんですけれども、収益化というか

長期前受け金戻入です。そういう形で上の金額がゼロになるまでは発生してくるという形で

す。 

○８番（村木 脩君） もうすぐじゃないの。ゼロになるの。 

○水道課長（木田尚宏君） どのくらいかかるかちょっとまだわからないんですけれども、受

贈財産評価額とかのところがかなり金額があったりするものですから、まだ多少かなり年度

はかかると思います。 

○８番（村木 脩君） 了解。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

  ありませんか。 

○１番（笠井政明君） 多分、今、滞納とか未収金とかがあると思うんですけれども、今全体

的に何件くらいあって、金額ってどのぐらいになりますか。 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 未収金は決算書の６ページなんですけれども、流動資産の

未収金の営業未収金、26年度末で5,708万2,063円になります。内訳、現年分が1,844万1,401

円で収納率95.09％でした。過年度分は3,864万662円で収納率は30.96％でした。全体では

86.77％です。 

  未収金の人たちに対しましては年３回、停水を定期的に行っています。７月、11月、３月

に、昨年度は37件実施して、今年度も今後も悪質な滞納者については継続してやっていきた

いと思っているところです。 

  あと、不納欠損といいまして、こちらで回収不可能な金額の欠損額なんですけれども、こ

ちらは決算書やっぱり６ページの流動資産の未収金の中の貸倒引当金で処理している金額な

んですけれども、1,371万1,085円になります。件数は72件で、内容は主に転出者とか、転居

先不明者、死亡者などの水道料金なんですけれども、ホテル、旅館等の廃業がちょっとあり

まして、それが６件、不納欠損額の96％を今回占めております。 
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○委員長（飯田桂司君） いいかな、１番。 

○１番（笠井政明君） はい。 

○３番（栗原京子君） その不納欠損のものは何年後に時効というか、処理される形になるん

でしょうか。 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 未収金の中のホテルとか、旅館とかの廃業したり、破産し

ている部分につきましては、破産の決定がついたら随時その場で不納欠損をやるんですけれ

ども、通常は５年の時効を待って不納欠損を処理しております。 

  今を含めて不納欠損の中でも、まだ今年してない不納欠損だと、今ある未収金の中にまだ

2,100万円ほど廃業したり、破産しているホテルの分が含まれておりますので、今後もまた

出てくると思います。 

○水道課長（木田尚宏君） 未収金の中には非常に大口の実際もう取れなくなっているような

ところも含まれているわけなんですけれども、実際、今現在、分納中のところというのもあ

りまして、個人でかなり大きい金額があるようなところ、そういうところは分納約束なんか

をして毎月集金に行ったり、そういう形で今やっていますので、そういうところも含めるも

のですから、５年という形で今やらせていただいているというのが現状です。 

○１３番（定居利子君） 関連なんですけれども、例えばアパートとか、そういった住んでい

らっしゃる方で未収があると思うんですよ。そういう場合は大家さんから連絡来るとか、例

えば集金の通知が行って、納入されないからおかしいのかなと何回か集金に行かれて、それ

で発覚するとか、いろいろあると思うんですけれども、どちらのほうを当局側としてはされ

ていますか。 

○水道課長（木田尚宏君） 大家さんは余りちょっと関係ないような感じなんです。あくまで

も水道使用者の方に請求して、滞納があれば督促を出して、それでも納めていただけなけれ

ば停水予告通知という形です。停水予告通知を年３回ぐらい出していますけれども、それで

も納めない場合は停水という形、停水まで至るというケースは、会えなかったり連絡がとれ

なかったりする人がほとんどです。ある程度連絡がとれると、もう分納か、その場で納めて

いただく、または分割で納めていただく、そういうお話ができますので、停水に至ることは

もうほとんど連絡がとれないとか、そういうような人がほとんどとなっています。 

○１３番（定居利子君） そういう貸家にいた方が、ある日突然いなくなって、そのままアパ

ートも放置してあるというケースも結構最近あると思うんですよ。そういうものの連絡は何

カ月か、結局、未収金で残るんですけれども、そういう連絡等が大家さんから行くのかな、
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それとも水道課が何カ月後に把握するのかなと、結構そういうアパートってあるんですよ。 

○水道課長（木田尚宏君） 確かに定居委員が言われているとおり多いです。使用を中止する

ときにアパートを出るときに中止の届け出をしていただくのが普通なんですよ。その中止し

た日までの料金が出てきますので、それを納めていただくというのがいつもやっている業務

なんですけれども、それを納めないで行ってしまう。大体、中止の届け出を出してくれる人

は納めてくれることが多いんですけれども、何も言わずに夜逃げみたいに去っていって、そ

のままになってしまうような人が中にはいるんですよね。そういう人はやはり取れないです

よね。町内に転居すれば取れるんですけれども、町外に行ってしまうと、なかなか取れない

ことが多いです。 

  大家さんのほうからも、そういう人は連絡が来る場合も少数ありますけれども、ほとんど

連絡が来ないことが多いです。水道課のほうで料金がたまっていて、それで督促とか、停水

予告とか出しますよね。それでも納めていないもんで、一定期間もう住んでいない状況だと

かとわかったり、また検針の際、水道の指針がゼロで出てきますので、住んでいないな、そ

れで基本料金がちょっとたまったりとか、そういうことで把握がされます。 

○１３番（定居利子君） そういう場合は、やっぱり不納欠損にすぐいたしますか。結局、そ

こに住んでいないという把握できれば、不納欠損にするしかないですよね。滞納でずっとそ

のまま置くのか。１年ぐらいたってから不納欠損するのか。 

○水道課長（木田尚宏君） 時々また舞い戻ってくることもあるんですよね、町内に。そうい

う場合、把握してすぐ取ったりすることもあるんですよ。なもので、ちょっとの間は残して

おかないと、前に２年ぐらいでやったりもしたんですけれども、一応今は５年ぐらいでやっ

ているんですけれども、そんなに金額的にはものすごい金額じゃないもので、本当にわずか

な金額なものですから、そういう人は舞い戻ってきたときにまた取れたりするものですから、

また納付書を送ったりすると、親が納めてきたりするという方もあるんですよ。実家に帰っ

て、その実家の親が納めてきたりということもあるんです、中には。そういうパターンもあ

りますので、すぐにはちょっとやらないですね。 

○１３番（定居利子君） ホテル、旅館、営業者ですね。そういう滞納とか、事前にある程度

把握、ああここはもう倒産しますよと、いろいろなうわさが出ると思うんですよ。そういっ

たところは大体滞納しているんですよね。そういう例えば分納していただいているんですけ

れども、またそういうのも、結局倒産するというのを何カ月前から計画していて倒産ですか

ら、きょうあれだから、あした倒産というんじゃないですからね、あれは。必ず弁護士さん



－49－ 

とか、事前に相談していて倒産の日を決めるんですからね。 

  そういうやっぱりいろいろな情報もつかんでおかないと、それで極力、分納はいいんです

けれども、なるべくもらわないとパーセンテージがすごく大きいじゃない。営業者というの

は。以前にもそういう例があって、水道課に言ったことあるんですけれども、もらえなかっ

た。倒産の日もわかっていたんですけれども、だから早くしたほうがいいよと言った日にち

が倒産の日だったとか、そういう例もありますので、やはりいろいろな情報も得るようにし

て、少しでも滞納を減らすように、営業者のところは大きいですから、もらえるように努力

してもらいたいと思います。 

○水道課長（木田尚宏君） 今、本当に大口の営業をされている方の滞納というのは非常に少

なくなりまして、ほとんど現状、26年に関しては余りないような形になってきています。も

うほとんど悪質なところが大体、廃業とか、倒産とかしてしまったものですから、なもので

すから21年、22年、かなりそういった入ってこないようなところの金額が大きいわけなんで

すよ。21年、ことし不納決算した部分も大口の営業用が95％ぐらい占めていますので、非常

に大きいんですよね。22年度の27年度に欠損する部分も、そういった部分が非常に94％ぐら

い占めているような状況です。本当にわずかな旅館とか、事業者のところが多いんですけれ

ども、そういう状況がだんだん金額が少なくなっていくんですけれども、24年にちょっとふ

えますけれども、ピークは21年、ことしです。これから徐々に少なくなってきますので。そ

ういう状況です。 

  また、情報をいろいろ集めていきますので、またいろいろ情報をいただければと思います。

どうもありがとうございます。 

○８番（村木 脩君） 18ページの給水料及び収益比率を見てると、対前年比でほとんどマイ

ナスなんだよな。ＫＫＲなんかも26年だっけか。こうやって見ていくと値上げはいつだっけ。 

○水道課長（木田尚宏君） 27年、この６月の検針分からです。納期が来るのが７月からです。 

○８番（村木 脩君） 26年度なんて言うと、ほとんどもう収益が出ないような数字的には出

しているんだろうけれども、非常に厳しい綱渡りの26年、25年度もあれだっけか。 

○水道課長（木田尚宏君） そうです。 

○８番（村木 脩君） それでも、何も改善されていないよな。27年度の値上げで、上げた分

でこれをカバーできていくのかな、減り続けるこの水道の使用料を。非常に厳しい、胃が痛

くなるような課長さんだろうと思うんだけれども。 

○水道課長（木田尚宏君） 26年まで非常に使用水量も減っていまして、その傾向は27年度も
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ずっと続いています。27年度も８月の検針ぐらいまでちょっと終わったんですけれども、累

計で前年より使用水量６％ぐらい減っています。非常に厳しい状況です。 

  値上げしましたけれども、私としては25％料金改定したもんで、料金収入も25％ぐらい上

がるのかなと思っていましたけれども、非常に悪いです。使用水量がものすごい減っている

もんですから、８月の検針も前年度対比で、値上げしたにもかかわらず16％ぐらいも伸びて

いないです。そういう状況です。 

○８番（村木 脩君） 値上げ分は、その減りとペイしてしまっているんだよな。26年は井戸

掘らなかったんだっけか。今のこの工事費なんかも見てみて、もう工事もやれなくなる、だ

んだんな。会計は違うんだろうけれども、そういう中で役場なんかはもらっていないじゃん。

もらえよ。庁舎から。家賃払ってもいいからさ、もらったほうが得じゃないのか。 

○水道課長（木田尚宏君） 一般会計のほうも非常に苦しい状況ということを聞いておりまし

て、料金審議会のほうの答申でも、一般会計から繰り入れしてくれということを書いてある

んですけれども、実際もうそういうような状況じゃないものですから一般会計も。お金を入

れてくれるような状況でもあり得ないもんですから、水道事業のほうも今までも節約してい

たんですけれども、これからも経費の節減ということで、人員も１名、27年度減りまして、

業務係が減って12名になっておりますので、職員の平均年齢なんかも非常に若返って、人件

費の負担が少し減るような形になっておりますので、またほかの費用面でも減らせるところ

は減らしてという形でやっていきたいんですけれども、水道事業の運営が回らなくなっては

ならないものですから、その辺の兼ね合いが難しいところですよね。 

○８番（村木 脩君） 今までずっと節水ＰＲをして、ここへ来て使ってくださいとは何だか

言えないしな。非常に厳しい。来年、退職だっけか清さん。来年また若返るな、そうすると。 

  本当に、俺、水道課見ていて、この先どうなるんだろうと言って、一刻も早く井戸を掘り

当てて、浄水場のほうだって相当痛んでいるよな。直さないで我慢していろいろ自分たちで

修理したりしてやっているんだろうけれども、だからあの辺のやっぱりこれから浄水場をな

くすわけにいかないし、全部井戸で賄うなんて言ったら大変な話だろうし、ポンプを小さく

するといってもできないし、金がないし。だから、その辺の小さくしたくてもできない、こ

のジレンマがずっと続いていくんだろうなという、それも厳しいなという気はするんだけれ

ども、本当にこれ値上げしても使用量は減る、この繰り返しになっていってしまうと思うん

だよ。だから、もうあと20なんて上げられないと思うんだよな、当分は。その辺をどうやっ

てやりくりしていくのか。本当にいろいろな面でアイデア出して、大変だけれども、何とか
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やりくりをしてもらいたいなと。 

  でも、今、石花海さんのあそこだとか、東海さんだとか、またふえたところもあるわけだ。

そうやって景気が好転してくれれば、そういう施設もまたできてくるのかなと期待するんだ

けれども。何とか、いろいろ努力していただきたいと思います。 

○水道課長（木田尚宏君） 本当に非常に苦しいのが現実です。使用水量がもう本当に右肩下

がりの状況がずっと続いているもんで、それが緩やかになってくれればいいんですけれども、

水平ぐらいにですね。そういう状況じゃなくて、ますます下がっているような状況なもんで

すから。 

○８番（村木 脩君） それは人口の減少と一緒になっていると思うんだよ。 

○水道課長（木田尚宏君） そうですね。 

  経費節減努力といいますか、水道事業も企業ですけれども、一般の旅館、ホテルさんもも

ちろん企業ですから経営努力というものがあると思うんです。いかにお金を使わないで経営

していくかということだと思いますけれども、そういうことが水道事業に響いてきていると

いうのが現実ですよね。 

  ですので、やはりポンプアップしている電気料金、そういったものを削減するには、やは

り今進めている井戸、そういうものを高所に井戸を整備していくということが一番重要なこ

とになってくるんじゃないかなと思っています。 

○８番（村木 脩君） それで、もし今掘っているところが出たとすると、白田からのう回路

を上げるポンプってとめられるのか。とめられないよ、やっぱり。ある程度あのタンクを生

かしておかなければならんだろうから、それでそこを上げる経費で年間二千何百万だっけか。

それが浮いてくるということ。 

○水道課長（木田尚宏君） １本掘っただけではとても賄えるような量じゃありませんので、

25年度ぐらいの数字を見ますと、一番ピーク時で稲取のほうに5,000トンぐらいを日量供給

しているような形ですので、5,000トン白田の浄水場から送水している分が賄えるような量

の井戸を掘って、今、給食センターの横の稲取配水地に入れるようなことができれば、白田

の第１中継、第２中継のポンプを廃止ということも考えられますけれども、そこまで掘れる

かどうかですよね。水量が確保できるかということになると思うんですけれども。 

○８番（村木 脩君） それと、唐沢へ行っている井戸が１本あるよね。 

○水道課長（木田尚宏君） ３号井戸ですか。 

○８番（村木 脩君） 自分たちで掘った井戸が、農業用の。あれ多分ふれあいの森の中にあ
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るんだよ。ああいう井戸が昔はあそこにハウスがずっとあって、今、分譲地になってしまっ

て、そういうものの水を昔ほどいらないと思うんだ、農業用で。そういうものを逆に水量の

半分を分けてもらうとか、そういう話し合いというのはしたか。 

○水道課長（木田尚宏君） まだしていないですけれども、これからその水量がどのくらい確

保できるか、井戸を掘った段階で揚水試験なんかやってわかるわけなんですけれども、ただ

県の認可がありまして、全部が全部認可されるわけじゃないんですよ。地下水の保全とかの

ために揚水量の７割ぐらいとか、そういう量ぐらいしか認可を受けることができないので、

1,000トンもし出たとしても700トンぐらいじゃないかなという感じなんです。 

  そういうのをいろいろ今後、何本か井戸を掘って集計しまして、足りなければまた民間の

井戸、そういったところと話をして町に分けてもらえることができるのであれば、そういっ

たものを活用していくということも考えていかなければならないと思います。 

○８番（村木 脩君） 自然流下ということを考えると、掘る場所も限られてくるんだろうと

思うんです。だから、そういうものも少し頭に入れておいて、水道行政頑張ってください。 

○水道課長（木田尚宏君） ありがとうございます。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに質疑ありますか。 

○１１番（森田禮治君） 先ほど課長が言った熱川の水道の利用状況。基本料金ぐらいで、た

だこれを使うところで蛇口が一緒になっているか、別になっているかの問題で、結局、大腸

菌でも入って水に入っていると、今度は町のやつの水道に大腸菌が、蛇口が一緒だとそうい

う可能性も出てくるわけだ。だから、それまで水道課が調べられるかどうだかわからないけ

れども、人の台所だから。そういう面がうんと危険性はあると思うんだよ。 

○水道課長（木田尚宏君） もちろん配水管別ですよね。もう一緒だったら絶対それは違法行

為ですので、やっていはいけないことですよね。町の水道の管とその地区の水道の水が一緒

になっていたら本当にまずいことですから、もちろん別々にしていると思いますけれども。

調べるということは町ではちょっと今は。 

○１１番（森田禮治君） ちょっと難しいかな。 

○水道課長（木田尚宏君） 何か問題があれば保健所なんかが入るでしょうけれども。 

○１１番（森田禮治君） そういう面もまた検針は業者がやっているか。何かで機会があった

らちょっとのぞかせてもらったり何かして、調べておく必要がある。それこそ大腸菌でも町

のあれから出たなんてなったら、本当にどうしようもないもの。そういう雑排水を使ってい

るところは、特にそういう危険性があるんだよな。蛇口が一緒と。 
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○８番（村木 脩君） 屋内の話になると町は関係ないよな。 

○１３番（定居利子君） 浄水場の件で、今、職員は５名ですか。 

○水道課長補佐兼浄水場係長（鳥澤 清君） はい。 

○１３番（定居利子君） 大丈夫ですか。前回は何かちょっと病気の人がいて大変なんですよ

ということを伺ったんですけれども、今うまく回っていますか。やっぱり人数少ないといろ

いろと病気が起きる。 

○水道課長補佐兼浄水場係長（鳥澤 清君） 今、１人休んでいた人が今月から２回ほどやる

ようにはしているんですけれども、今後もどうなるかちょっとわからないですけれども、一

応練習というか、２回ほどやるようにはしました。 

○１３番（定居利子君） 少ない人数でやると、健康管理も人が足らなくなるので、やっぱり

ほかの人たちにも影響があるので、よくよくその辺注意して、５人なら５人体制にしていか

ないと、やっぱりほかの方たちに支障が起きると思いますので、いろいろと当局側とも相談

しながらやっていただきたいと思います。 

○水道課長補佐兼浄水場係長（鳥澤 清君） わかりました。何とかその辺やるように。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結します。 

  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（飯田桂司君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結します。 

  これより議案第62号 平成26年度東伊豆町水道事業会計決算認定についてを採決します。 

  本案は原案のとおり認定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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定することに

決しました。 

（「委員長、意見つけておこうか」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 暫時休憩します。 
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休憩 午前１１時２９分 

 

再開 午前１１時３０分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開します。 

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

たら委員長の報告に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。 

○８番（村木 脩君） 今後の運営が26年度の決算を見てますます厳しくなるなというのが見

えるもんで、その辺について26年度決算から割り出した今後の使用料、そういったものにつ

いての厳しさというものを意見として一緒に提出しておいたほうがいいのかなという気はす

るんだけれども、どうでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） ただいまの意見を報告書に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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、委員長報告書に付することに決しま

した。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３１分 

 

再開 午前１１時３６分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  次に、本委員会に付託された議案第60号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題とします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

○８番（村木 脩君） 80万円の旅館組合への土地貸付料、これは下げてくれとかないんです
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か。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 80万円の土地貸付料でございますけれども、申し合わ

せ書によりまして、３年ごとに改正に20万円ずつ下げるということで漁協と申し合わせを交

わしております。一応、平成36年度をめどにゼロになってしまうということで、そのような

形に今現状なっております。 

○８番（村木 脩君） 配分金が結構あるんですけれども、今も天草をやっている漁師さんは

栗田さん以外にふえてきたのかな。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 今現状１隻のまま変わらないです。一応、去年に漁協

の会議が行われた中で、アクアラングを使った漁ができるような改正をしたということで、

今後、その漁獲量が上がってくるのかなということで今期待をしているところでございます。 

○８番（村木 脩君） 稲取の天草ってほとんど静岡に行ってしまうんだよな。だから、その

辺が地元消費にも少しは回らないのか。その辺について、財産区のほうから申し入れをする

とか、そういうことはしませんか。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 一応、そういった仕入先等の話は委員会の中では出て

いないんですけれども、やはり稲取の天草は日本一だというふうに言われておりますので、

またその辺も踏まえて地元でも使えるようなことも検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

○８番（村木 脩君） キンメばかりブランドにしないで、これももともと昔からのブランド

品なもんで、その辺をもう少し活用するように漁協側に申し入れ、何かそういった手だてを

ほしいなという気がする。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） はい。そのように検討させていただきます。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○１番（笠井政明君） １番です。 

  その上の土地貸付料と書いてある16万のところなんですけれども、ごめんなさい、これの

ちょっと内容を教えてください。６ページの今の配分金とかのところの細節１です。 

○企画調整課長（向井青一君） 16万370円の関係ですが、こちらにつきましては、ホンダモ

ータースさんですか、そちらに土地を貸し付けるということで11万7,850円、そのほか大井

川光雄さん３万1,520円、ＮＴＴドコモ１万1,000円の３件の内容でございます。 

○委員長（飯田桂司君） ほかにありますか。 

○８番（村木 脩君） 土地の売却料、26年度決算余り関係ないんだけれども、それの所在は
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今でもつかんでいますか。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 平成23年にハイキャットのほうに土地と宅地、宅地に

関しては無償でしたけれども、1,250万円で635平米を売却しております。その1,250万円に

関しましては、23年度の一般会計へ繰り出したということで一応決算のほうではそうなって

おります。 

○８番（村木 脩君） 了解。 

○１３番（定居利子君） 私もこの管理委員会に入っているんです。この1,250万円、町で管

理しているということで、将来的にはこれは漁協へ行くという形になっているんですけれど

も、それはやっぱり漁協が建物とか、そういう計画があってやっているのか、遠まわしで管

理しているなのか。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 1,250万に関しては、一般財源へ繰り入れたというこ

とで、使途に関してはそのような話にはなっていると思うんですけれども、一応漁協の計画

的なものがちょっと今わからないものですから、将来的にそういったところに出せるのかな

という部分はあるんですが、一応、財政側のほうのちょっと話もまだ聞いていないものです

から。 

○１３番（定居利子君） 了解。 

○委員長（飯田桂司君） 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結します。 

  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（飯田桂司君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結します。 

  これより議案第60号 平成26年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。 

  本案は原案のとおり認定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（飯田桂司君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定することに
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決しました。 

  引き続き、風力のほうへ入りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、本委員会に付託されました議案第61号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題とします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を歳入全部とします。 

  質疑ありませんか。 

○８番（村木 脩君） ５ページの1,278万3,000円の売電収入の減額理由、これはとまってい

たのか。風がなくて起きなかったのか、その辺を教えてください。 

○企画調整課地域振興係長（梅原 巧君） 例年、この年、冬の時期が本来は稼げる時期なん

ですけれども、この年の１月、２月が風がなさ過ぎたり、強過ぎたりということで、稼働が

非常に不安定でして、稼げませんでした。それが一番の原因です。 

  強過ぎてもとまってしまうものですから、本当に不安定でした。 

○１番（笠井政明君） すみません、歳出のところ…… 

○委員長（飯田桂司君） ちょっと今、歳入というところで聞きましたけれども、一応、歳出

も一緒に。歳入歳出全般といたしますので      。 

○１番（笠井政明君） 歳出のところでちょっと教えてください。 

  公債費のところで元金と利子、７ページ８ページの２款１項１目、２目元金、利子という

ところで金額が入っていますけれども、こちらあと残金どのぐらいで、あと何年ぐらいです

かというのをちょっと教えてください。 

○企画調整課長（向井青一君） 返済が平成30年度までになっております。元金と利子の残と

いうことでしょうか。 

○１番（笠井政明君） はい。 

○企画調整課長（向井青一君） すみません、ちょっと計算していないけれども、すみません。

26年度末で元金が9,267万8,980円、利子が294万3,890円、合わせて9,562万2,870円となって

おります。 

○１番（笠井政明君） 一応これは毎年同額で支払っていく感じでしょうか。 

○企画調整課長（向井青一君） 毎年、元利均等というような形になっております。 

○１番（笠井政明君） わかりました。 

○８番（村木 脩君） 今、基金の年度末残高で言うと3,300万ぐらい、そうすると今、何年
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目だっけ、今の風車が何年目なのかと、それとこの3,300万で取り壊しの基金としては幾ら

置いておきたいのか。その辺をお聞きしたいです。 

○企画調整課長（向井青一君） 建築から12年目になっています。平成15年建設ですから12年

目になっております。 

  基金を幾ら置いていくかということですが、30年で償還が終わりますので、そこからは今

の償還2,400万ぐらいが元利均等の償還ですので、2,400万はその30年を過ぎれば、そのまま

そっくり事故等がなければそれについては基金のほうに積み増しはできるかと思います。 

  今後、さらに今、繰出金で1,500万前後、毎年していますが、事業等も精査し、積み立て

に回せる基金を残すような方向では考えております。 

○８番（村木 脩君） 償却年数と取り壊しの費用を幾らぐらい見込んでいるのか。また、時

代によって少し変わってくるんだろうけれども。 

○企画調整課地域振興係長（梅原 巧君） 一般的には償却期間20年と言われていますので、

20年は動かせるという算段をしております。 

  解体の件なんですけれども、大分前に約１億円かかるというような試算がありましたけれ

ども、私個人の考えでは鉄が売却できますので、そんなにはかからないと思っているのと、

あそこの場所をどう活用するかによって、解体含めて一般の業者に何かやらせるとか、今後

の方針を今また考えていかなければならないなとは思っておりますけれども、解体のみでい

きますと１億と言われていましたが、私の算段では半分もかからないんじゃないかと思って

おります。 

○８番（村木 脩君） そして、30年の償還で20年で償却来てしまうということになると、償

却してもあとどれぐらい残る。30年償還と言ったら。 

○企画調整課長（向井青一君） 平成30年で償還終わるということです。 

○８番（村木 脩君） 細野高原なんかは検証したか。反対されて、稲取側と何メートルも変

わらないんだけれども、ほとんど影響は稲取に来ているんだけれども、あれを反対して、河

津の、要するに向こう側へ持っていかれたということで、大体幾らぐらいの町は損失を出し

たとか、そういう試算というのはしているかな。今、稲取側に何基あるんだっけか。 

（「３基です」の声あり） 

○８番（村木 脩君） ３基だから、それのあと幾つ、１基幾らとして、計算すれば大体分か

るんだけれども。あそこは地代もあるだよな。 

○企画調整課地域振興係長（梅原 巧君） 企画調整課としましては、ちょっと岡田係長のほ
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うにも関係するんですが、土地貸付料だけで言いますと27万円ほどしか入らないです。申し

わけございませんが、あの３基の償却資産が幾ら入っているかはまだ今後ですので、私はま

だ見たことがございません。申告内容を見てみないとわかりませんので。 

  あと、補足ですけれども、あの21基で年間売電収入は18億円ぐらいあるのかなと思ってい

ますので、事業所税ですとか、そういうものが莫大になってくる、河津町さんは莫大に入る

というふうには個人的には思っていますけれども、実際には申告内容を見てみないとわかり

ません。 

○８番（村木 脩君） それはまた固定資産だから１月１日か、そうすると来年数字が出てく

るんだけれども、またそこいらを一回検証してみてください。何でも反対して稲取側にみん

な影響だけ出て、何も金が入らないというのは、そういう反対の仕方というのもちょっとで

かい魚を逃がしたかなという気はするんだけれども、その辺の検証をまたお願いします。 

○企画調整課長（向井青一君） その件については、また１月以降、検証させていただきたい

と思います。 

○委員長（飯田桂司君） ほかに。 

○１３番（定居利子君） 売電収入なんですけれども、これ契約で昨年よか少し上がっている

んですけれども、これは年々の契約なんですか。何年に再契約だとか。 

○企画調整課長（向井青一君） 売電契約につきましては、一応、昨年度消費税の値上げ３％

されたものですから、５％から８％になりましたので、その関係の増というような形になり

ます。 

○１３番（定居利子君） 今、20.01円ということで、消費税込みの金額ということですけれ

ども、今、一般家庭で売電した場合、すごい単価が安いんですよね。４円、５円とかという

お話も伺っているんですけれども、これは結局風力が回る間中この金額で東電さんとの契約

をやれるんですか。 

○企画調整課地域振興係長（梅原 巧君） 風車につきましては、建設から20年という形にな

っておりますので、単価上げていただきましたけれども、あと８年ほどでその単価は下がる

見込みです。ですけれども、どういうふうになるかは今後の国との調整次第だと思っており

ますので、風車がでも耐用年数が20年ですので、もしかしたらそのころにはもうほかの建て

かえになるのかどうなのか、また検討していかなければならないということになります。 

  一般家庭の太陽光の売電ですか。32円になっているはずです。あくまで一般家庭ですと、

そうなるはずなんですけれども、ただ事業内容、営業でやる内容によってはまた単価が違う
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と思いますので、そのあたりはどういう交渉内容でどんな金額になるのかというのが、ちょ

っと調べておりませんけれども。 

○１３番（定居利子君） 一般で32円ということで金額高いですね。 

○企画調整課地域振興係長（梅原 巧君） と聞いております。 

○１３番（定居利子君） 聞いたらうんと安くてということで。 

  それで20年ということですけれども、20年後に20円で契約してくれるかどうかわからない

ですよね。下がる可能性もあるということで、そうすると売電収入も少なくなるし、一般会

計への繰り入れも今後、あと３年後にははっきりとはわからないということですよね。 

○企画調整課地域振興係長（梅原 巧君） すみません、耐用年数が20年ですので、あと８年

間は20円で買い取っていただけるはずです。 

○１３番（定居利子君） 了解。その段階で壊れる可能性もあるということですよね。 

○委員長（飯田桂司君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって歳入歳出全部の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（飯田桂司君） 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61号 平成26年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。 

  本案は原案のとおり認定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（飯田桂司君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定すること

に決しました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 



－61－ 

再開 午前１１時５８分 

 

○委員長（飯田桂司君） 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しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  なお、委員会報告書につきましては、来る９月24日の木曜日、午後１時より検討したいと

思いますので、御出席お願いいたします。 

  その前に副委員長方よろしく。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時５９分 
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特別会計決算審査特別委員会（第３日目）記録 

 

                    平成２７年９月２４日（木）午後１時０２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 

書 記 木 村 昌 樹 君   
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開会 午後 １時０２分 

 

○委員長（飯田桂司君） 皆さん、こんにちは。 

  特別会計の決算審査の報告ということででき上がりましたので、きょうは読み合わせとい

うことで行いたいと思います。 

  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、特別会計決算

審査特別委員会は成立しましたので、開会します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事は、決算審査に伴う委員長報告の検討についてです。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時０２分 

 

再開 午後 １時１６分 

 

○委員長（飯田桂司君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  委員長報告書について、訂正及び追加等ございませんか。何かどこか気がついたところが

ありましたらお願いします。 

  何かありますか。 

  10ページの意見はこんなぐあいでいいですか。最後のページですけれども、（意見）とい

うことで意見ですけれども、ほかのものは書いてありますけれども、一応、水道会計につい

て意見をつけましたけれども、ほかにも意見を何かつけるものがありましたら。 

○８番（村木 脩君） ５ページの２段目の８万100円というのは、これはこの表記でいいの。

万をいれなくて。ここだけ何か実数が入ってしまっているんだけれども。 

○委員長（飯田桂司君） ５ページの②の７款１項１目の高額医療の関係で８万100円と万を

入れてください。 

○委員長（飯田桂司君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） では、なしと認めます。 
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  これをもって特別会計決算審査特別委員会を閉会したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（飯田桂司君） 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

会することと決しました。 

  これをもちまして、特別会計決算審査特別委員会を閉会します。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 １時２１分 


