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開会 午後 １時５０分 

 

○臨時委員長（鈴木 勉君） それでは、特別会計決算審査特別委員会を開催したいと思いま

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５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いたしましたので、開会をいたします。 

  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） 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

うことに決定いたしました。 

  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） 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

に決定いたしました。 

  委員長に10番、藤井廣明君を指名いたします。 

  お諮りします。ただいま臨時委員長が指名いたしました10番、藤井廣明君を委員長の当選

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） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました10番、

藤井廣明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10番、藤井廣明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。 

  10番、藤井廣明君に委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○委員長（藤井廣明君） ただいま皆さんの推薦で委員長に就任いたしました藤井です。活発
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な御意見を寄せていただき、この特別会計の審査を滞りなく行いたいと思いますので、どう

ぞ皆さん御協力よろしくお願いいたします。 

○臨時委員長（鈴木 勉君） ありがとうございます。 

  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、委員長席にお願いをいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５３分 

 

再開 午後 １時５３分 

 

○委員長（藤井廣明君） では、休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 

  これより副委員長の選挙に移りたいと思います。 

  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（藤井廣明君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定いたしました。 

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

ました。 

  副委員長に５番、西塚孝男君を指名します。 

  ただいま委員長が指名しました５番、西塚孝男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（藤井廣明君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました５番、西塚孝

男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５番、西塚孝男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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  ５番、西塚孝男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（西塚孝男君） 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、協力のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（藤井廣明君） よろしくお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５５分 

 

再開 午後 ２時０８分 

 

○委員長（藤井廣明君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより国民健康保険特別会計の審査に移ります。 

  本委員会に付託されました議案第46号 平成27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。 

  質問の際、予算書のページ番号を告げて質問するようにお願いいたします。 

  質疑ありませんか。国保会計のうち、歳入に関してです。 

（「歳入だけ」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 今のところ歳入だけ、歳入なければ、歳出のほうに移りますけれど

も、どうですか。 

○１４番（山田直志君） １つ目は、税の問題ですけれども、ここのところ、国保税について

もいろいろ軽減制度、割引等のものができたりしていると思うんですけれども、それでも、

なかなかやはり低所得者が多いということの中で、収納は厳しいのかなという点があるんで

すけれども、これら軽減世帯の状況と滞納との関係では、短期保険証等の対応のやはり実態

というものがどのようになっているのかということについてお伺いします。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 軽減世帯の状況なんですけれども、平成27年度

は1,827世帯となっておりまして、調定ベースで金額が４億8,284万3,400円となっておりま

す。短期の保険証の関係なんですけれども、短期の保険証につきましては、平成28年５月31

日現在ということで短期保険証を交付している世帯数が195世帯329人に交付しております。
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それであと、資格証明書につきましては138世帯172人に交付しております。 

○１４番（山田直志君） そうしますと、決算の状況からすると、大体６割ぐらいの世帯がこ

うした軽減税率の対象世帯であるということで、非常に全体として収入が低い世帯がやはり

多いということが、僕もここまで軽減世帯が多いというふうには思わなかったんですけれど

も、非常にやはり多いというのは、その一面がわかったんですが、次の短期と資格証明との

関係でいうと、この195世帯、138世帯というのは、軽減世帯のほうにもあるのかな、軽減で

はなくて普通に税率で課税されている世帯のほうにそういう方が多いのか、この辺の内訳と

いうのがわかりますか。 

○健康づくり課参事（村上則将君）申しわけありません。ただいまの短期資格の中で軽減世帯

か普通世帯かという、申しわけありません。そこの内訳についてはこちらで調べることがで

きないもので、あとは１件ずつ拾っていくしかないもので、ちょっとそのデータは持ってい

ないもので申しわけありません。 

○委員長（藤井廣明君） 14番、よろしいでしょうか。 

○１４番（山田直志君） では、いいですか。いずれにしても、成果表にも書いてあるように、

ある面でいうと今回の決算で見ると、被保険者が減少をしてくれたというか減少という部分

があって、医療費も伸びたり、いろいろあるけれども、減少が大きかったので何とか赤字と

かということにはならずにおさまった。ただ、今言われたように経済的いわゆる所得額なん

かが非常に低いわけだから、大変やはり財政運営が厳しいというのはそのまま、本当唯一こ

れで被保険者数が増えたりしていたらとんでもない決算になるところだったんだけれども、

減少という傾向にあるということでおさまっているということだと、この減少要因について

は具体的にやはり一応成果表見る限り社会保険への移行という社保離脱みたいな部分が、社

保への移行が多いような感じなんだけれども、それはやはり経済的な要因ということなのか、

その辺どういうふうに見てますか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいまの被保険者の医療の関係ですけれども、確かに

社保離脱、社保加入というものの比較をいたしますと、社保への加入者のほうが多いんです

けれども、実際後期高齢者への加入のほうが、ほぼ200人に近い数字となっておりまして、

75歳を迎えて後期高齢に移る方のほうが多くなっているというのが現状で、あわせまして国

保のほうも年々高齢化が上がって、それに伴って所得のほうも減少しているという状況は変

わらないです。療養費のほうですけれども、ほぼ横ばい状態です。人数は変わっていますけ

れども、横ばい状態ですので１人当たりに係る医療費は少しずつ増加傾向にあるというのが
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現状です。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） そうすると、被保険者の加入割合でいっときは60％ぐらいいったも

のが、今になると大体社会保険とかいろいろな部分があって、やはり被保険者加入率は下が

ってきたけれども、そうすると今、後期高齢者へ移行して減っていく分であるという反面、

これはあとのほうにも関係するんだけれども、団塊の世代なんかが今もう70歳に入ってきた

ということでいうと、この５年ぐらいは人数的なボリューム感からしても、医療費が相当や

はり膨らんでくる可能性が、そっちの面ではあるということですよね。保険者の数は減りな

がらも、しかしということですか、見方として。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 今、山田委員のおっしゃるとおり、この先５年間を考え

ますと、70歳を超えて病院にかかる機会が増えていくということを考えますと、現行よりも

医療費のほうが増えていく可能性は十分にあると思います。 

○委員長（藤井廣明君） ほか質問ありましたら。 

（発言する人なし） 

○委員長（藤井廣明君） 歳入のほうはよろしいですか。 

○１４番（山田直志君） あと、不納欠損の関係なんですけれども、理由については成果表で

91ページにもあるんだけれども、それぞれの理由からすると、それぞれはある面しようがな

い部分というのが見受けられるんだけれども、実際見ておいて、この部分でどうですか、本

当にもうやはりこれはないという部分でしかないんだろうなと思うんだけれども、実際滞納

整理等々にかかわっている中で。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 確かにこちらの成果表の91ページにあるとおり、不納欠

損250件ということになっております。実際に時効を迎えてというのは50件ということなん

ですが、執行停止後３年経過ということで執行停止ということは、もうそこで財産も何もな

いというのが基本ですので、そこで130件という件数ですので滞納整理を行うものがないと

いうことが現実かと思います。 

  以上です。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の山田さんのほうの質問的なものの中のもののような感じがする

んだけれども、この不納が起きるという原因について、何かがあるのかなという気がするん

ですけれども、要するに、税金を払えないということは所得がないというところに結論とし

てはいくのかなと思うんだけれども、その人たちが、じゃ、所得が上がるようにしてあげな
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ければずっと何があっても、ずっと払わないでいってしまうというそういうものが考えられ

るんだよね。 

  だから、こういう今の形の中で非常に滞納している人たちにとっての要因を何とか改善し

てあげないと、この数字はよくなってこないんじゃないのかなって思うのよね。医者に行く

なということも無理なんだし、それでお金を取りに行っても、それだけの自分たちの収入が

なければ、もちろん今言ったみたいにどういう形の中で収納していますかというときには、

いろいろと調査した結果、もうここまでもありませんという形は、もう調査済みですとかい

う、この不納欠損の原因はそこにあるんだけれども、もう一歩前の状況として、そういう人

たちを増やさないための経済対策というのが、やはり保険の話ではないんだけれども、そこ

ら辺まで私は踏み込んでいかないと、この不納、要するに滞納者というのは少なくなってこ

ないんではないかなって思うんだけれども、質問にならないような気がするんだけれども、

どうですかね。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） どうして納付につながらないかという最大の理由として考

えられるのは、課税をする段階で課税対象となるのが前年度所得、そういうものが対象とな

っていると、激動する経済の中で去年は仕事していたけれども、今年はちょっと仕事がなく

てという方って非常に多いのかなと、あとは観光立町ということで、どうしても上げ下げの

激しい中で昨年度の収入、そういうものを対象に課税をして翌年度税が確定すると。そのと

きに手持ちというか、そういうものが少なくなった状態であるとすると払いにくくなってく

るというのが、まずそこが滞納に行く最初の原因ではないかなというふうに思うんですね。

結局そこでその翌年度になると、仮に所得の低い税がかかったとしても、前年度の高い税は

そのままやはり残ってくるわけですので、これが滞納の循環というか、そういうのを招いて

いるんではないかと思います。 

  当然収納に当たっては納期を設けて収納しているわけですけれども、分納という施策もと

っていて収納につなげていく方策はとっているんですけれども、その委員言われるように所

得が伸びていかない段階の中では、なかなか所得が多かった時期の税を埋めていくというの

はやはり非常に難しくて、どうしても年数がかかってしまうという状況が考えられます。大

体その辺が、そういう滞納から不納欠損に行くまでの間には当然年数重ねていくうちに当然

選べる仕事も少なくなっていきますし、所得は増えるとは限りません。そういった中でどう

しても払えないというような状況が生まれているのかなというふうに思います。 

  以上です。 
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○１２番（鈴木 勉君） 今の税金の賦課の仕方という形については、本当に今年の所得が来

年の税金のほうの対象になりますよというのはわかるんだけれども、失業だとか会社の倒産

だとかという非常に重たい事態も同じことの要因になるわけなんだけれども、今自分たちが

こういう一般的な流れの中で見ているときに、滞納者という人たちの年齢的なものというの

を分類されているんですか。何歳ぐらいの世代の方たちが滞納が多いとか少ないとかって、

そういう数字というのはあるんですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 年齢的な区分はないんですが、所得区分という

のがありまして、給与所得者が277世帯で、営業所得の世帯が54世帯という形で、あとその

他という形なんですけれども、全部合わせて…… 

○１２番（鈴木 勉君） 所得区分はあるんだよな。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） その幾ら所得がある方が滞納しているという内

訳というのは今のところないんですが。 

○１２番（鈴木 勉君） なかなか今の数字の中で、軽減世帯があるときに、この世帯の要す

るに所得金額これですとかいう計算があるんなら、それがあるというのはすごく今言った数

字の中でもあらわせやすいんだけれども、子育てしているこの30代の世帯とか子供が大学行

くような40とか50に近くなった人たちだとかって、そういう人たちが非常に自分たちの生活

費のほうにすごく趣がいって、この納めるべき税金のほうには滞納があってしまうとかって、

そういうものというのがちょっと僕らも加味していく必要があるのかなって思ったもんで、

その年齢的なものというの区分があるんですかって聞いたんですけれども、要因の中にね。 

○１４番（山田直志君） 課税の場合も、先ほど課長が言ったものでいうと、東日本大震災や

何かのときとか、あと退職者なんかの場合のあれについては緩和措置はなかったの、一定の。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 東日本大震災の減免措置と、あと会社に勤めて

いてやめた方の減免の措置というのは今もありまして、今も継続しております。 

○委員長（藤井廣明君） 現在もあると。 

○１４番（山田直志君） そうすると、12番さんが言われたように場合によって倒産やいろい

ろな形の中で収入が激変的に落ちる場合があるわけじゃない。今、課長の話で確かにそうだ

なと思ったのは、１回やはりつまずいちゃうとなかなか年を重ねていくということで、今の

経済状況を含めると収入がうんとよくなってくるという方向というのが見えないということ

になると、１回ちょっとつまずいて景気悪くなって滞納しちゃっていくと、ずっとひきずっ

ちゃうということが今あるんだと思うんだよね。そうすると、その中でやはり滞納が悪化し
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ていくということであるならば、今12番が言われたような倒産、失業やいろいろなものが次

年度わかったときには、何かそこの部分で前年度分のものが多少減免できるとか、何らかの

やはり仕組みを考えてあげないと、人間何か１回しくじったためにずっと滞納、滞納で延滞

金を含めて税に追われるというような形になっていくのかなと、結果として集まらないもの

になっていくんであれば、やはり何らかの工夫で前年度の足かせを軽くしてあげるのかとい

う形の中で、やはり対応するような形のほうがいいのではないかなという感じが、やはり先

ほど来、今の経済状況とあれを考えると、ちょっと感じがしたんですけれども、そんな検討

というのはできないんですかね。 

  減免措置は法律にあるの、減免制度はあるんだけれども、具体的にどういう場合に減免す

るかというのを、こっちでは条文や何かはないの。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 特別な事情があるという場合で施設に入ったり、

先ほども言われましたけれども、前年度より所得が著しく減った方については減免という措

置ができるんですけれども、著しくという中でどういうふうにいくかというのは難しい部分

があるもんで、あと給付扶養者の関係といって、後期高齢者の制度が始まって、旦那さんが

後期高齢者になったときに扶養されている扶養者の方の減免というのがあります。今27年度

については特別な事情で減免になった方が３名、それで給付扶養者の減免の方が６名という

形になっています。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 補足ですけれども、一応特別な事情ということで今、山

田委員がおっしゃった倒産や自己都合以外、お勤めになられた方が会社から変な話、突然の

解雇、首を切られてしまったというような場合には申請により減免の措置があるというもの

は伺っております。 

  以上です。 

○委員長（藤井廣明君） よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） それでは、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。 

  歳出のほうで質疑ありましたらどうぞ。 

○１４番（山田直志君） まず１点目が、先ほどの歳入のところでもここに出てきたように、

被保険者は減少していると、同時に減少とともに被保険者の高齢化が出てくるということで

したよね。これが基本的な構造になっていくんですよね、この間、当分の間、ということで
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見ると、当然歳出という点で見ると、保険給付費が伸びるということが当然一般論的に考え

られるわけだけれども、同時に後期高齢者支援費の支援金のところだとか介護給付のところ

が、さらに立て続けにその面が増えてくるということが考えられるのかなというふうに歳出

全体の中で、動きからいくと、まず給付費が増えながら、今度はその人たちが後期高齢者に

行った場合、バックして返ってくるのが後期高齢者支援金であったり介護保険の給付という

形で、この会計自身の負担は被保険者が減っていくけれども、そういう負担がさらに大きく

なっていくというような解釈で見ていいのかね。 

○委員長（藤井廣明君） 答えられますか。 

（「ちょっと休憩していただいてよろしいでしょうか」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３８分 

 

再開 午後 ２時４２分 

 

○委員長（藤井廣明君） 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） ただいま御質問がありました後期高齢者の支援金、介護

給付金のほうの増ですけれども、当然そちらに加入する方の数が増加になっていくというこ

とですので、今後につきましてもそちらの支援金や納付金のほうは増加していくものと思わ

れます。 

  実績から申しますと、昨年度、26年度決算より27年決算はちょっと減額にはなっているん

ですけれども、この先を見ますと、そういうことが考えられます。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 補足させていただきますけれども、介護保

険の立場から申しますと、介護保険の負担金につきましては40歳から65歳の２号被保険者の

拠出金というのが、前年までは29％が給付費の対象になったのが、今年度から28％に下がっ

ております。 

  このため40歳から65歳までの拠出金というのを介護保険の診療報酬支払基金が各保険者か

ら集めて、それを各市町に28％分けるというような形になりますので、上がることは予想さ

れますけれども、急激ではなくその分１号被保険者の保険料を上げたりだとかというような

形で、介護保険の当事者が負担をするような形になってきていることもありますので、一概
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に右肩上がりに被保険者の方、各保険の被保険者が右肩上がりに負担するのではなく、その

受ける側の後期とか介護の世代の負担も増えているという、そこで要は40歳から65歳の方々

の批判を、高齢者が自分たちで払えよというような形で、国の流れはそういう部分もありま

す。 

○１４番（山田直志君） そうすると、結局今もう来年からのものでいくと、今度はこれは介

護のほうだけれども、これは総合支援事業の関係で要支援の関係が外れているとか今、国の

考えているのだってほとんど介護の１・２も外れるだとかというような形になれば、ここの

部分はそんなには増えないということだよね、今、国の考えているやり方でいうと、振り返

って考えると。そのやり方が正しいかどうかは別だよ。今、話し合われているのはそういう

方向だよね。しかし、大変だな。 

○委員長（藤井廣明君） 大丈夫ですか。いいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） すみません。簡単な質問をさせていただきます。 

  重複多重受診者という言葉があるじゃないですか、こういう人たちのこの多重という内容

なんですけれども、同じ病気で別の病院にかかっていくのか、違った病気、要するに、それ

ぞれの病気によっては病院が増えていくという要因なのか、ちょっとそこら辺はどうなんで

しょうかね。 

○委員長（藤井廣明君） 重複ということは、ちょっとすみません、何ページのところにあり

ますか、重複。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんなさい…… 

（「92ページ」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 92ページだそうです。 

（「成果表ですね」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） うん。 

○委員長（藤井廣明君） 答弁どうぞ。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 重複というのは、同じ病気で同じ診

療科にかかるということです。多受診というのは、一人の方がいろいろな課を内科だったり

皮膚科だったり眼科だったりということで、ある一定の期間、病院に頻回に行っているとい

うのを多受診というふうに分類されておりまして、今そこが詳しくどちらが多いかというよ

うな分析はしていないんですけれども、重複、多受診者リストというのが出ますので、それ

に基づいて訪問等で対応をしてなくしているところであります。 
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  実際訪問している中で当事者のお話を聞きますと、医療機関より専門の先生に診てもらっ

たりという内容だったり、町内の医療機関か何かのときにかかりつけ医としてつないでおき、

ちょっと言い方があれですけれども、継続していけるように診てもらって、月に１回はちょ

っと東京とか町外の先生に診てもらいたいというような理由で行かれる方がある状況は、こ

ちらで把握していますので、指導の内容としては薬の重複していないかどうか、通院する以

外に行く場所の提供とか、もちろん悪ければ治療は続けてはもらうんですけれども、話をし

ながらそういった指導、重複、多受診の指導というのはさせてもらってきております。 

○１２番（鈴木 勉君） なかなか言葉の使い方だとかあやだとかがなかなか難しくて、どこ

が御本人としては多重なのかという話が出てくるんですけれども、自分の話をさせてもらう

と申しわけないんだけれども、今言ったみたいにかかりつけ医をちゃんとつくりましょうね

という形の中で僕らもいるわけなんですけれども、それで一つの今、自分が３つとかという

病気を持っていたときには、眼科のときに地元のつちや眼科に行って、つちやさんで、うち

ではちょっとこの検査がここまでだから紹介してくれますよとかといって紹介状を書いて上

に行くではないですか。もちろん胃についても、そういう意味では肺についてもそうなんで

けれども、病院の今かかっている病院から紹介状を書いていただいて上に行くというのは、

僕は多重の受診ではないような気がするんですけれども、そこら辺がなかなか難しいところ

があって、ここら辺がランクでいくと今井浜にかかりながら下田へ行ったり伊豆高原へ行っ

たりするという、そういう軽度の病気を３カ所、４カ所行くのが僕は多重ではないかなとか

という気がするんだけれども、そういう人には今、言ったみたいに、かかりつけしっかりし

ていて、もし悪くなったら上を紹介してもらったほうがいいですよとかって、そういう御案

内ってできないものかね。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） もちろんかかりつけを持って今、大

きな病院に、病床数基準で紹介状がないと行かれないというような仕組みにはなってきてい

ますので、今そちらの指導もさせていただいています。今の現状が重複、多受診者リストと

いうのが、もうそういう１カ月の中で何件以上行っているとか、そういう事情もわからずリ

ストが出てきてしまうので、私たちも医療費を削減、いろいろな訪問の中でそういった状況

がわかりましたので、今は医療費の削減については重症化予防を中心に東伊豆町は、医療費

の削減はそちらに重点を置こうということで少し方向を今、変えていっている途中でありま

す。なので医療費の削減については重複、多受診に対する対策に、それにプラス重症化予防

ということを重点にして今後やっていきたいと思っておりますので、委員さんの言う状況と
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いうのは、こちらも十分把握して指導はさせていただいております。 

○１２番（鈴木 勉君） 成果表の82ページと監査が書いてくれた21ページと併用して僕、話

し聞いているんですけれども、この多重受診者の形たちには根気よく訪問して指導を進めて

いますとかって、こう書いてあるではないですか。今みたいな内容で同じ、そんなこと言っ

てもごめんね、よく言葉のあやで、年寄りの方たちにはここで言ってはいけないんだけれど

も、よく、「あんたさ、あそこの病院よりここの病院がいいよ」って、同じ症状のものを病

院の紹介をし合っていくというようなことを一種の多重ではないのかなという気持ちがする

もんで、そこら辺はさっき言ったみたいに悪ければ思い切って上の病院を紹介してもらった

ほうがいいんじゃないですかとかといって、なるたけそういう同じレベルの病院というのは

１カ所ぐらいにするような指導がいいんではないかなというものと、それはそれで今わかり

ましたが、それでいいんですけれども、その下にあります重症化の予防という、これはどう

いう事業なんですか。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 今、特定健診という制度がありまし

て、その特定健診の結果でいろいろ数値、検査数値によって段階があるんですけれども、そ

の中でいろいろな例えば血圧や血糖値、コレステロールとか重複、重なって悪いところがあ

る人などを分析しまして、その方が今後悪化しない、早目に対応してもらうための保健指導

だったり、特に人工透析は医療費がとても500万から600万ぐらいかかってしまうので、特に

慢性腎臓病を予防するために検査データをちょっと、クレアチニンという結果から腎機能を

出しまして、その腎機能の悪い方を対象に訪問をしたり、あとは医療機関受診を進めるため

に、もちろん本人にも医療機関の受診勧奨をするんですけれども、近隣の病院の先生方にも

情報提供書をつくりましてお互いに情報を共有して、その方が治療を続けられるような体制

づくりを今している最中です。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、ありがとう。わかりました。次の方どうぞ。 

○１４番（山田直志君） 幾つかあるんだけれども、重複受診との関係で私が大事だと思うの

が、やはり最近のあれでいうとお薬手帳の問題だと思うんですよ。やはり一応向こうのお医

者さんのほうも、その人が平素どういう薬を飲んでいるのかということがわかることで、や

はり余計に薬を出すということはなくなりますよね。病院に行って受診料だけであれば大し

たことないんだけれども、どうも最近の医療費通知を見る限りにおいては初診料よりもやは

り薬のボリュームというのが相当大きいわけで、だから、やはりお薬、いわゆる今12番が言

ったようなかかりつけ医や、やはり今ある薬手帳で情報が共有化できていくということで、
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なおかつお薬もジェネリックで対応できるものはジェネリックというようなものが、やはり

重複化との関係ではすごく必要なので、やはりそのことをやっていただきたいなのが１つあ

るなと思うんです。 

  もう一つの重症化対策の問題でいうと、俺はやはり今度、予防係受診というと、保健師の

部分とやはり栄養士の問題を含めて食生活、さっき言ったような腎臓の問題なんかといった

ら、まさに保健師がかかわるところよりも栄養士がやはりかなりかかわっていくというよう

な部分もやはり出てくるのではないのかな、それと関連すると、今後の介護なんかの総合支

援事業なんかとまさにリンクしていく部分だと思うので、保健師さんのやはりできる部分と、

やはり保健師ではなくて栄養士であったり、いろいろな事業と総合的にやはり結びつけてい

ただきたいなというのが、ここの問題としてはあります。 

  もう一つちょっと聞きたいんですが、今のいわゆる給付費の関係での疾病状況で、もとの

疾病状況というのがちょっと今、出ますか、ちょっと大筋、いわゆるがんだとか循環器だと

かいろいろな疾病状況ごとのもの、もしデータがあれば教えてほしいんだけれども。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 順番に順次答えさせていただきます。 

  重複多受診、お薬手帳の関係ですけれども、今、薬局さんのほうも薬剤師さんもかかりつ

け薬剤師を持ちましょうというような形で今、進んでおりまして、薬の代金、そこの部分で

かかりつけの薬剤師さんがいれば、そこの指導もしていただけるのかなと思っております。

また、ジェネリック活用しまして、一応ジェネリック利用カードというものを国保の保険証

の更新時に入れて出すようしておりまして、それを提示してもらえれば薬局のほうではジェ

ネリックのほうをというようなカードもつくって、一応そこの部分につきましては経費、少

しでも療養費がかからないような形の対策をしております。 

○健康づくり課長補佐兼保健予防係長（柴田美保子君） 食事栄養面の指導ということで、栄

養士さんの役割が大きいんですが、人数が保健師ほどいないというところで保健師が栄養士

に相談しながら、保健師も一応栄養の勉強もさせていただいているので一般的な栄養指導は

保健師が担いまして、より専門的なことになる場合については栄養士同行で訪問したり指導

に加わってもらったりということで、現在は対応させてもらっております。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 疾病の状況ですけれども、入院に関しまして、

一番多いのは循環器系の疾患です。２番目が新生物、がんです。それで、３が精神及び行動

の障害ということになっています。入院外としましては、一番多いのは循環器系のやはり疾

患ということになりまして、２番目が内分泌、栄養、代謝疾患、糖尿病とか、３番目が入院
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外に来ました整形外科です。 

○１４番（山田直志君） わかりました。 

  いずれにしても、お薬手帳やジェネリックの取り組みというのは継続して必要だなという

ふうに思うし、やはり重症化という問題から考えると、栄養士が１人しかいないという部分

もあるんですけれども、ただ、今後の問題でいうと、このやはり取り組みの結果が出るとい

う点でいうと、やはり継続していかないといけない部分があるじゃないですか、月に１回行

って、はい、終わりという部分ではないと思うので、多分そこの体制をやはりしっかり整え

ていくということが一つは重要になるんではないかなと思っています。 

  それと、最後の問題でいうと、自分の経験を含めていうと、循環器系の人間には人間ドッ

クを勧めるんではなくて、やはり脳ドックを勧めないとだめだと、自分自身が一生懸命人間

ドック行っていたけれども、人間ドック行っても必要な部分を、部位をとらないわけじゃな

い。そうすると、やはりある程度健康診査いろいろな形で出てきたときに、やはりその状況

とか、やはりもう家族のうちはがんの系統だとか、やはりみんなわかっているわけだから、

そうすると、やはり循環器のお薬が必要になってくるような人なんか、やはり脳ドックへ行

ってもらうことで状況が一番把握できるわけなので、これは人間ドックという制度はそれで

いいんだけれども、やはり中にそこのところがあるので、やはり病気に対しては適切な形で

両方を推奨していかないと、循環器の患者が多いのに循環器の患者に普通の人間ドックをや

っても効果は出てこないわけですよね。循環器の患者が多いんであれば、やはり循環器の患

者さんには脳ドックを受けてもらうということがやはり必要だろうなというふうに思うんで、

この辺、人間ドックをちゃんとやっていくんだけれども、その中でそれぞれ患者さんに応じ

たやはり指導が必要ではないかなと感じました。 

○委員長（藤井廣明君） 答弁求めますか。 

○１４番（山田直志君） あれば。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 言われるように、病態別なものがしっかりわかって把握さ

れているということで、病態別に対応するという意味では循環器が１位を占めているという

場合に、脳ドックを勧めるというのは非常に有効な形かと思います。 

  今後、当然特定保健指導とか、そういう健診のかかわりの中でそういう要素、あるいは既

往歴、それから、家族、病歴とか、そういうものも指導の中でやりとりを、相談をした上で、

人間ドックの事業の制度で脳ドック当然利用できますんで、そういうものもしながら対応を

諮れればというふうに思います。 
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○１４番（山田直志君） お願いします。 

○委員長（藤井廣明君） ほかに質疑ありますか。 

  ないでしょうか。 

（発言する人なし） 

○委員長（藤井廣明君） 質疑なければ、これで打ち切りたいと思いますが、どうですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（藤井廣明君） それでは、質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第46号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第46号 平成27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（藤井廣明君） 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

決定いたしました。 

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

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

望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） なしと認めます。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０５分 

 

再開 午後 ３時１４分 
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○委員長（藤井廣明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより後期高齢者医療特別会計の審議に移ります。 

  本委員会に付託されました議案第47号 平成27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。 

（「今、歳入だけやっているんでしょう」「全般」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 後期高齢者、歳入歳出全般でいいです。特別会計歳入歳出決算書に

基づいて、成果表97ページですね。 

○１４番（山田直志君） 後期高齢者のところでいうと広域連合へ支出の部で出すということ

で、ある面わかりやすくなったというのが実際今、町内の後期高齢者の例えば医療費とか健

康状況というのはどんなになっているんだというのが、納付金だけになったもんでわかりづ

らいんだけれども、この辺は広域連合なんかのほうから東伊豆町の後期高齢者１人当たりの

医療費状況だとか、そういう動向だとか、そういうデータというものはフィードバックして

こないんですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 広域連合とのやりとりについては、パソコンを利用しなが

らやっております。会計についていえば、納付金という形でどんといっちゃって、確かに決

算書の中には非常に何も見えない状況にあるかなというふうに思います。そこの広域連合と

つながっているソフトの中に、例えば要するに、医療費の分析だったりとか、あるいは病態

別であったりとか年齢別であったりとかいうのが、ちょっと今あるかどうか、データでいた

だけるかというのはちょっと定かでないもんで、またそれちょっと調べて後ほどお答えをさ

せていただければというふうに思いますけれども、よろしいですか。 

○１４番（山田直志君） 広域になって、やはり一番の問題点というのは、今までだったら医

療費は１人幾らぐらい年寄りはかかっているであると、現役の時代はこうだよと、後期高齢

者になったらこんな金額かかったよというのがわかったんだよね。だけれども、この制度で

納付金というか、決算書にはそれしか出てこないけれども、でもやはり納付金の根拠になる

ところで見ると、やはり疾病状況だとか医療費がどういうふうにかかっているのというのが

とても大事だし、結局それをフィードバックして、これは保健事業のところもやはり活動が

成り立つと思うんだよね。だから、決算の確かに本筋の資料ではないけれども、しかし、町

のデータとしては国民健康保険にしても保健事業にとってもすごく大事なデータなので、や
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はり今後ちょっとそういうものは入手して、やはり成果表や何かに反映できるものは反映し

て、みんなでやはりそういうものを共有化していくということはすごく大事ではないかなと

思います。状況がわからないというのが一番よくないんだよね。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ただいまの内容で後期のほうの年ごとの内容を確認いた

しまして、来年度、成果表の中で取り込めればと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（藤井廣明君） ほかに質疑ありましたらどうぞ。 

  特にありませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（藤井廣明君） それでは、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第47号 平成27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（藤井廣明君） 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書に意見を付したいと思います。要望事項や希望

意見はありませんか。 

  14番、今の…… 

○１４番（山田直志君） 今のいいですか、入れてもらって。 

○委員長（藤井廣明君） 今の入れて。 

○１４番（山田直志君） そうですね。 

○委員長（藤井廣明君） よろしいでしょうか。 
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  それでは、今の町のデータをフィードバックして、それをまた来年の成果表等に取り入れ

てほしいという意見だったように思いますので、ぜひそれを要望として取り入れてほしいと

思います。 

  ただいまの意見を報告書ということに意見を書くことに異議ありませんね。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 異議なしと認めます。よって、委員長報告書に意見を付すことにい

たしました。 

  それでは、次に、介護保険特別会計のほうに移りたいと思います。 

  よろしいでしょうか。 

  本委員会に付託されました議案第48号 平成27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般といたします。 

  質疑ありませんか。 

  成果表98ページからですね。 

○１４番（山田直志君） 介護給付の関係ですけれども、歳入か、そうか、歳入だった、ごめ

ん、後でいい。 

○委員長（藤井廣明君） そうですか。それでは、歳入なければ歳出というふうな形で話して

いただきたいと思いますが、歳入の質疑ないでしょうか、よろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（藤井廣明君） それでは、歳入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。 

○１４番（山田直志君） 給付の関係なんですけれども伸びがあると、内容を見てみると介護

認定者も増えている、認定者自身、ただ、養護の人が入っていたり施設の利用者が減ってい

たりしている。ただ一方では、いわゆるデイサービスの利用者が大幅に伸びているというこ

となんだけれども、これは何か内容的に特徴というのはあるの。いわゆる介護の３以上が施

設がだめになって、新たな部分では移行がそんなにないのか、一定なくなったけれども、予

想、今までの従前よりは減ったのかという部分と、あとデイサービスの部分が非常に増えて

いるという部分で見ると、この部分は介護事業所がやはり増えたり何かしたのかなというふ
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うに思うんだけれども、この辺は内容的にどういう分析をしています。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 施設につきましては、新規につくられたの

が伊東の「伊豆の瞳」という特別養護老人ホーム、それから、中伊豆のほうに「天城の杜」

というような特養がありますけれども、昨年そちらのほうに入所されたのは、うちの町から

ですと２名ないし３名程度ということで、余りその施設系のサービスについては当然パイが

大きく広がったわけではないので横ばいであって、亡くなられたりとかということがあった

りして減少だったりというようなことが考えられます。 

  そして、居宅サービスのほうにつきましては、うちの町、通所介護、いわゆるデイサービ

スという施設が河津町さんなんかに比べても多い事業所ですので、やはりそういったサービ

ス、多いところのサービスを利用するというようなところが町の特徴というか、あるサービ

スを使っていくという形から考えれば、そこで認定者が増えているので、そこの辺から使っ

ていくというような傾向が見受けられるというふうに考えております。 

○１４番（山田直志君） これは今の段階というよりも今後の部分もあるんだけれども、やは

りここの介護の部分も重症化というのかな、やはりいろいろ保健事業や何かとの連携を含め

てなんだけれども、介護認定者が重症化しないという部分というのはすごく大事なんだけれ

ども、これらというのはデイサービスならデイサービスの事業所任せになる。どうしてもい

ろいろな部分の取り組みというのは、直接在宅支援センターやいろいろ町がかかわることは

ない、その１人１人の結果、内容について。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 認定者についてはプランを策定するのは、

あくまでケアマネジャーさんになります。その方が一月の間にデイサービスとか、あとは住

宅改修したものから手数料をつけたりというように決定しますので、その場に町がその個人

個人に何かあってかかわるということはないというふうに思います。ただ、そのデイサービ

スの事業所の中で、その地域のリハさんなんかが、県のリハビリ協会のほうで積極的にそう

いった事業所を対象に自分たちを活用してくれということで研修なんかも開催しますので、

出てきてくださいというようなお知らせをして、デイサービスに行きながら、その中でリハ

ビリを少しできて機能回復というようなことに努めるというようなことで、そういった動き

はあることは事実ですけれども、町のほうから直接にその個人、認定を受けた個人について

というのは要支援でもないが、あれば包括のほうが出ますけれども、介護度の方々について

はなかなかそういうのはないというふうに思います。 

○１４番（山田直志君） でも今の話で、例えばこれからやはりそういう傾向って、これから
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出て、考え得ることだなというふうにはちょっと思ったんだけれども、いわゆるだから、個

人ではないにしても事業所ごとのやはりレベルアップとか連携をしていくという意味では、

今みたいに養護でのリハビリなんかのもの、さらに専門性を高めたり質を高めるとか、いろ

いろなやはり形の中で町も医療・介護連携というか、この地域包括ケアの分でいうと、やは

りもっとかかわって地域の介護の体制自体をやはり上げていく必要があるんではないのかな

とは思ったんだけれども。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） そうですね、事業所の質の向上を図っていくというのは当

然サービスの向上、それから、逆に言われる要は重症化をそこの部分の中であっても防いで

いくという、要するに提供だけでなくて管理とか、あるいは認定者の方の健康状況であると

か、そういうものを密にしていくという、制度上それが今後どういうふうになっていくかと

いうのもあろうかとは思いますけれども、事業所さんへのスキルアップという面では、先ほ

ど言った地域リハの活用であるとか、そういう部分の中で町がそういう介入で御紹介をして

いたりとか、あるいは町が事業として事業所向け事業としてやったりということは今後考え

られるのかなというふうには思います。 

○１４番（山田直志君） いいです。 

○委員長（藤井廣明君） ほかに。 

○１２番（鈴木 勉君） 自分もこの決算についての議論という内容にとっては、僕はこうい

う状況というのはもうあり得る状況ではないのかなという気持ちがしているわけね。自分た

ちが親を、自分の親の面倒を見ていくという中ではもう高齢化になって、うちでもう自分の

親がもし寝ていたりする、自分の身の回りのことができなくなったりする、では、うちで何

とかみとるまでいようよという形の中でいくのが一番ベターなのかもわかんないんだけれど

も、なかなかそういうときには親を見る自分もそうですけれども、女房がいれば女房に介護

を頼んで、女房はもう専属介護士みたいに親の面倒を見ていくとかという要件が整わなけれ

ば、なかなか難しくなってくる。それで、自分たちの中で自分も女房もそれなりの仕事を持

っていて、やはりある程度の生活費の中では働いていかなければならないとなってくると、

親の面倒はやはり自分たちの手を放して、親に対する思いは非常につらいものがあるんだけ

れども、施設だとかそういう介護施設に預けて親の面倒を見ていく、また病気なんかが発生

すれば病院に入院をさせてもらう、そういう状況というのは僕は自分がやってきてみて、こ

ういう数字というのは当然だよというような、それぐらいのもう社会の保障もなければ、親

の面倒は女房に申しわけないけれども、昔20年さき、30年さきみたいに病院に入れずにうち
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にお医者さんが来てくれて自宅療養みたいな形の中で死ぬまでうちで面倒見てあげて、死に

水とってあげるとかという時代の流れが変わってしまったというのが、僕この要因ではない

かなと思うから、僕はこういうことはもう当然起こり得ると思っているわけですけれども、

こういうのは決算ではそういう気持ちになってしまうという話ね、僕は。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今言われた現代の社会というか仕組み上そういうふうに生

活をしながら親を支えていく中では、人の手を介しながらという形は仕方のない部分ではな

いかな。それによって、こういう制度ができ上がっているわけですけれども、今それがだん

だん向き的にはなるべく在宅という方向で国は今、動いています。実際にそれが基盤整備が

できて、そういうことが可能かというのはやっている我々も決められたことについては、そ

れはもう法律で決められたことはやらなければいけないということなもんですから、当然行

かなければ、向かっていく方向にはならなきゃならないんですけれども、そういう地域基盤

の整備はもちろんですけれども、もう一度やはり人の意識というか自分自身の役割というも

のも見直す必要もあるんではないかなというふうに、要するに地域で支えるのは当然必要に

なることですけれども、向こう三軒両隣とかそういうような部分であっても、どう支えてい

けるのかというのも今後必要になってくるんではないかなというふうには思います。 

  以上です。 

○委員長（藤井廣明君） いいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） 僕はいいですよ。決算については異議なしです。 

○１４番（山田直志君） そういう方針でいると、居宅というよりも介護保険に関係なくいわ

ゆるサービスつき高齢者住宅が、サ高住が今国の方針で、特養とか老健とかの施設は建てな

い。しかし、なおかつヘルパーの派遣等のデイサービスでは足りないということで、なお芽

があるほうだけれども、町内にも今サービスつき高齢者住宅というのが３つぐらいあるのか

な、３つ、４つあるか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） サービスつき高齢者住宅という分類のもの

はないです。住宅型有料老人ホームというのが、内容はどこからどこまでとちょっとわから

ないんですけれどもというのが２つ、３つぐらい確かにあります。そういう現状です。 

○委員長（藤井廣明君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３９分 

 



－23－ 

再開 午後 ３時４３分 

 

○委員長（藤井廣明君） 再開いたします。 

  いかがでしょうか、ただいまの金銭的な額が幾らぐらいかかるのかなというふうな問題、

もし質問があれば質問していただいて、大ざっぱでも結構ですから。 

○１４番（山田直志君） では、ちょっとその特養でも今、本当にお金がかかる。確かに僕も

聞いた話では在宅でヘルパーさんに、できれば介護の４とか５で目いっぱい来てもらうと、

何とか七、八万で年金で何とかおさまるけれども、それ以外は相当特養に入っても老健に入

っても、ましてやさっき言ったようなサ高住とかそれに近い住宅サービスでも十四、五万が

当たり前になっているかなと思うんだけれども、その辺の認識で間違いないですかね。事業

立ち上げのころは、国民年金でも何とか特養も入れたなんていうけれども、今はもうそうい

う状況ではなくなってきているよね、負担自体は。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 現状では、当然多床室といって４人大部屋

と個室、ユニット型の個室と言われる部屋によって値段が違いますし、あと所得に応じて非

課税世帯か課税世帯によっても違いますけれども、昔言われていたというふうに言っている

国民年金で入所ができという時代ではなくなっているというのはたしかだと思います。 

○委員長（藤井廣明君） よろしいですか。 

  齋藤係長、先ほどちょっと金額言ってくれたんだけれども、その辺、大体大ざっぱでいい

けれども、何は大体七、八万とか、これが12万ぐらいのようですというあたりの。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 正確な数字というのはちょっとわからない

ですけれども、先ほど言った要は多床室といって４人の大部屋ですね、そこで非課税世帯と

かというのであれば七、八万で利用、一月済むのかなということですね。あとはその個人の

ところになってしまうと、やはり個室とかになってしまうと、あとは有料老人ホームとかに

なると13万から、よく聞くのは十五、六万ぐらいはどうしてもかかってしまうといような話

は、ちょっと正確ではないですけれども、そのくらいかかるということは聞いたことがあり

ます。 

○委員長（藤井廣明君） ありがとうございます。概算ということでね。 

  ほか質問ありますか。 

○１４番（山田直志君） あと、来年度からの総合支援事業との関係で出るんだけれども、こ

の辺も一般質問したりしたところなんだけれども、やはり介護の軽い人なんかの場合でも、
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一番やはり問題になってくるのが買い物とか食事の問題だと思うんだよね。配食事業も町で、

これはやっているんだけれども、決して食数は満足な配食にいかないわけじゃない。そうす

ると、この買い物とか要は買い物だけではないんだよね。やはり外へ外出するという支援と

か、そういう食事の部分というものをやはり総合支援事業なんかである程度バックアップで

きるのかどうかということで、こういう介護事業も大分違ってくるし、町のあり方、高齢者

が安心して住めるかどうかというところが大分変ってくるような気がするんだけれども、そ

の辺はどうですか、どう見ています。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 総合支援の買い物とか食事ですけれども、食事につきま

してはヘルパーさんのほうで、そっちは介護する中でつくることは今の制度の中で、ちょっ

と制限はかかって独居とかそういう方でないと使えないというものは出てきますけれども、

そのサービスの中で介護保険の中でできます。買い物につきましても同様で、狭まりますけ

れども、あくまでただ、これとこれを買ってきてもらいたいというのが今の介護保険の中の

制度、認定者の中での制度になってきます。移動支援というものは、実質乗降の支援ぐらい

なものですので、あとは介護タクシーという形になってしまうんで、今の介護保険制度の中

では当然かなり狭まってきておりますので、町が独自で行う総合事業の中で見ていくという

のもちょっと今現在検討中ですけれども、何かちょっとすぐにできるかというと難しいとい

う状況であります。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 恐れ入ります。要は資源が、そういう資源というか、それ

が乏しいというのが実際かな。だから、それをやっていますよというようなものが点在して

いるんであれば、お願いするという形をとればいいのかなと思うんですけれども、まずそれ

が現存ないということで、そこの仕組みをつくれるかというのが一番の問題だと思うんです

ね。そこは今いろいろ話はしているんですけれども、実際にやる人があってやりたい、地域

のためにやりたいとかという人が実際いるかどうかというところが非常に問題になってくる

かと思います。 

○１０番（藤井廣明君） 介護については、介護予防の取り組みが盛んに行われていると思う

んですが、その成果なんかが全然数字的にはあんまり反映されていないというか、この予算

上に何とか反映するくらいの事業内容として考えるというところまで行っていないんでしょ

うか、予防事業に関して。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今、予防事業の成果が数字的なものとして予算、決算等に

反映されてこないかという部分で、要するに要は予防事業を行って費用が抑えられたかどう
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かとか、そういう部分が目に見える形があるかということかなというふうなことですけれど

も、一度逆に認定者になって介護のサービス等を受け出すと、それからまた非認定というか、

そういう形で介護予防事業を介して認定が戻るというところが明確に出ないという部分が１

つあるんで、数字にあらわしにくいかと思います。あくまでも予防というのは認定に行く前

の段階で抑えるということ、今の状況を現状維持、あるいはそういう介護の状態に陥ること

を防ぐというのが目的になっているもんで、介護のこの会計の中で数字にあらわせるのは非

常にちょっと難しいかなというふうに思います。 

○１０番（藤井廣明君） 了解しました。 

○副委員長（西塚孝男君） よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） 結構です。 

○副委員長（西塚孝男君） 戻します。 

○委員長（藤井廣明君） ほか質問ありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（藤井廣明君） 質疑ないようでしたら、これで質疑を終結いたします。 

  よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） それでは、これをもって議案第48号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 討論なしと認めます。 

  それでは、これより議案第48号 平成27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（藤井廣明君） 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。 

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

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

や希望意見はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） なしと認めます。 

  それでは、これをもちまして本日の会議はこの程度にとどめたいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） それでは、異議なしと認めます。 

  本日は、これにて延会することに決しました。 

  皆様、お疲れさまでございました。 

  なお、委員の皆さん、明日は９時30分より開会しますので、よろしくお願いいたします。 

 

延会 午後 ３時５３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２８年９月１４日（水）午前９時３０分開会 

 

出席委員（５名） 

     ２番  稲 葉 義 仁 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

    １０番  藤 井 廣 明 君     １２番  鈴 木   勉 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（６名） 

水 道 課 長 石 井 尚 徳 君 水道課長補佐 
兼 管 理 係 長 前 田 浩 之 君 

水 道 課 
業 務 係 長 土 屋 秀 明 君 企画調整課長 遠 藤 一 司 君 

企画調整課長 
補 佐 兼 
地域振興係長 

梅 原   巧 君 企 画 調 整 課 
管 財 係 長 

岡 田 賢 一 君 

 

議会事務局 

議会事務局長 向 井 青 一 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（藤井廣明君） ただいまの出席委員は５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。 

  各委員におかれましては、発言は必ず手を挙げて、委員長の指名のもとに発言をお願いし

ます。質問は議事整理の都合上、１回につき３問以内としてお願いしたいと思います。また、

質問箇所のページをお願いします。どうぞ御協力のほどよろしくお願いいたします。 

  それでは、水道事業会計。 

  本委員会に付託されました議案第51号 平成27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。 

○１２番（鈴木 勉君） 13ページをお願いできますか。この13ページの報告書の中で１つ聞

きたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  この概要の中にもあります料金が25％の値上げを行った。その結果として、ここに報告が

あるわけなんですけれども、この値上げをしても、なおかつ自分たちが今までよりも収益が

計算されて上がってこなったというのは、普通考えたら今までと同じだけの水量を使ってい

ただければ、25％使用料が上がったら25％の収益が上がってもというのが普通の考え方なん

ですけれども、これは結果としては値上げをした分だけ利用者が節水をしたとかって、そう

いう結論になるわけですかね。 

○水道課長（石井尚徳君） 水道料金につきましては、結局通年を通して25％ではなくて、２

期分からなんですよ。当然１期分がマイナスになってきますもんで、当然一応計算でいくと

25％にはなってこないわけなんですよ。それで25％割る６期なもんですから、１期分当たり

が4.16％の減ということなんですよ。それでまた、使用水量が前年度対比で3.6％ほど減少

をしました。この辺が当然１期分が結局対象外ということと、使用水量が3.6％ほど減少を

しましたもんですから、収益のほうも当然結局下がったということですけれども。 

  以上ですけれども。 



－3－ 

○１２番（鈴木 勉君） この今の形でいくと、決算だから本当は27年度の形だけしかいかな

いんだけれども、これからはもう100％、１期、２期、３期という形で計算がもう25％の形

で計算はされるわけですよね。ということは、ここにある平成27年度よりも28年度のほうが

使用料が入ってくるという、そういう形になるわけですよね、計算からいくとね。 

  それで今、課長が言われたみたいにこの使用料の36％の減少というのは、3.1ですか。 

○水道課長（石井尚徳君） 3.6。 

○１２番（鈴木 勉君） 3.6ね。36ではでかいなと思って、これはやはり使用料、自分たち

が使う人たちが節水をしているという、そういう意味にもとってもいいのかな。 

○水道課長（石井尚徳君） 結局町民の方のそういう考え方もあるんですけれども、例えば

何々区さんのところの水源を例えば結局トイレとか食べ物に関係しないところに、そちらの

水を持ってくる旅館というか、そういった団体というか事業所というか、そういったのが増

えているもんですから、その辺も一つの原因だと思いますけれども。 

○１２番（鈴木 勉君） なるほどね。大口のその消費する人たちが、やはり水道料が上がっ

たことにより雑排水をほかから供給してくるという、自分たちの自前で使う、要するに供給

するという、このバランスというのももっとこれから増えるという形は考えてありません。 

○水道課長（石井尚徳君） 水道課としては歓迎はしたくないんですけれども、当然結局商売

なもんですから、できるだけ経費を削りたいということでそういったところが出てくると思

いますよ。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとうございます。 

○５番（西塚孝男君） 今の話を聞いていると、やはりそこには水を町民に配るときのいわゆ

る動力とか、そういうものはかかってきているわけですよね、そのパイに合わせて、今まで

のパイに合わせて。けれども、今やっている水源、稲取地区の水源とかそういうものをどん

どん進めることによって、そういうのが軽減されてくればそういうことがあっても、いわゆ

る経費がかからなくなるということになっていくわけではないですか。それでいくと、いわ

ゆる５年ぐらいたっても５％ぐらいのマイナス、１期分が抜けているからという中の話なん

だけれども、やはりマイナスになっていくことはたしかであって、それで、まして各大きい

ところがそういう雑排水を使うようになったら、もっと少なくなっていくわけですよね。そ

うすると、やはり何年後かにはやはりまた値上げしなければ追いつかないということを考え

るんなら、やはり各水源を各ところが持って、そういう無駄な動力とかそういうお金のかか

らないような形で、最初はお金がかかるかもしれないけれども、そういう仕事をするのがベ
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ターだと思うんですけれども、どうですかね。 

○水道課長（石井尚徳君） 個人的な考えで申しわけないんですけれども、前の課長は浄水場

をなくして各地区から水源というか井戸を掘って、そこから水を持ってくるという考えを持

っていたみたいなんですけれども、ただ、温泉にしろ水にしろ枯渇する、枯れちゃう可能性

というのも考えられると思うんですよ。その辺のこともちょっと考えていかないと、浄水場

を例えば縮小、小さくするとか全部なくすというのはちょっと個人的に考えるんですけれど

も、ちょっと危険だと思うんですよ。行政としては最悪のことを想定してやっていかないと

何かのときに困ると思うもんですから、その辺のことをよく考えていかないと私はまずいと

一応考えていますけれども。 

○５番（西塚孝男君） そのために河津とのパイプラインをつないであるとかというのがある

わけですよね。 

○水道課長（石井尚徳君） 災害用の。 

○５番（西塚孝男君） はい、そういうのはやはり使えないんですか、そういうときに。 

○水道課長（石井尚徳君） まだ一度も使ったことがないもんですから、その辺のことがよく

わからないですね。 

○委員長（藤井廣明君） 今、河津町とのパイプ、まだ使ったことないんですか。 

○５番（西塚孝男君） だけれども、浄水場を自分たちが聞いたのは、最初あれを直すのに45

億とか50億とかとんでもないお金ですよね。やはりそれをつくることによって、また負担が

増えるということではないですか。それはまた維持管理もずっとかかるということで、その

水源探しにしようということになったと思うんですよ。それはどっちがいいかというのは、

それは枯れるかもしれないということもあるかもしれないけれども、その浄水場を直すこと

によっての経費をずっと維持していかなきゃならないというのも、だったら他町、他地区と

かの共同、そういうときがあったときのそういう協力体制とかというのをはっきり結んでい

たらいいんではないかなと思う。 

○水道課長（石井尚徳君） 今、町立体育センターの真後ろで一応水源掘削をやっているわけ

なんですよ。それで水が出てくれれば結局３号井と平成27年度に掘削をしたところと、その

３カ所がどうなるかというか一緒に水をポンプアップした場合に、それが全部一応計算どお

りに出てくるかどうかというその結果等を考えながら、平成30年度に水道ビジョンというも

のをもう一度一応つくりたいというふうに考えております。その中でどうするかということ

を一応最終的に決めたいと思いますけれども。 
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○５番（西塚孝男君） この前も聞いたんですけれども、その30年度水道ビジョンというのは、

まだ何もあれも骨格も出てきていないということですか、今の話だと。 

○水道課長（石井尚徳君） 前につくったのが平成21年度なんですよ。21年度につくりまして、

それで県のほうの指導もありまして、水道ビジョンと経営戦略とアセットマネジメントとい

う３つがありまして、平成30年度までに水道の経営戦略を作成すれば50％の経費を一般会計

から、その半分を交付金のほうで経費としてとってくれるもんですから、平成30年度までに

つくりなさいよという通知が出てますもんですから、できたら平成30年度までに町の考え方

を水道ビジョンという形で作成したいんですけれども。 

○５番（西塚孝男君） わかりました。 

○委員長（藤井廣明君） いいですか。 

  ほか質疑ありましたら。 

○１４番（山田直志君） 今の経営戦略の関係は、資料を僕も見たんですけれども、総務省の

アドバイザー入れるとか、やはり一定外部の人間を招聘しての部分もあるし、それが今５番

議員が言うような河津との一定の広域連携的な部分がいいなのか、確かに課長が言うように

全て井戸が100％いいかという問題は、やはり今までの戦略についていっても見直しがやは

り必要な部分があると思うんで、よくその辺はして、町民のコンセンサスというか、みんな

町のやはり方向性を決定していかないと、やはり将来的に何か地震でもあって出なくなる水

源が幾つも出たなんてことになるととんでもないことにもなるんで、そのやはりつくるとい

うことは本当に今、大事だというふうには思うんですよね。そこはもうちゃんとやってもら

うと。 

  その上で幾つかちょっと聞きたいんですけれども、まずその施設稼働率が40.何％という

ことで、実態面でいうとやはり今の持っている施設全体ではやはり今、人口または観光客の

動向等々から考えると、いえば施設的にはかなり過大なものを今、町の水道事業としては持

っているというような状況ではないかなというふうに考えるんだけれども、その辺の認識を

ひとつ伺いたい。 

  もう一つは、有収水率がやはり70％を切ってきたということでいうと、過去はやはり80％

以上いっていたというようなことで見ると、やはり水道管の老朽化なんかも進んで漏水や何

か、そういう事態もやはりかなり進んでいるというふうにこの状況は見てもいいのかなとい

うふうに思うんだけれども、この２つの資料の見方についてどう考えていますか。 

○水道課長（石井尚徳君） 水道というか結局川から水を取水して、それを浄水場のほうに回
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して薬剤等で滅菌等をやっているんですけれども、その取水の調整がなかなか難しいわけな

んですよね。だから、使う量をそちらへ回して薬剤を使えば、薬剤なんかも当然結局下がる

と思うんですよ。その辺が調整がなかなか難しいんですよ。 

  それと、もう１点の水道管の老朽とかの関係につきましては、平成29年度にアセットのほ

うで資産管理のほうをもう一度見直して、結局将来的な結局経費とか水道会計の予算等を一

応もう一度確認をして、それを確認した中において翌年度の水道ビジョンと一応経営戦略の

ほうへ持っていきたいというふうに一応考えておりますけれども。 

○１４番（山田直志君） いずれにしても基本的な方向としては、いわゆるもう少し指定数も

コンパクトにしていかなきゃいけない部分と、ただ一方では、その浄水場をどうするか井戸

と水源どうするかという問題とあわせて、やはり管の老朽化がやはり一つの課題として頭が

痛い問題ではないのかなと、やはり有収水量が大分落ちているという部分でいうと、やはり

僕は老朽化という問題がかなりあるのかなという認識を持っているもんで、これはいずれに

しても今後の問題としてある。 

  ３条関係のことでちょっと次にお伺いしたいんですけれども、減価償却費の問題が１つ大

きいんだけれども、今年度のものだと１億6,000万ぐらい減価償却を落としているんだけれ

ども、これがちょっと今後の一応減価償却の動向というのはどんな金額になってきます。企

業債の償還については決算書の資料に、あとちょっと10年ぐらいは借金が残っていますよと

いうものが出てくるんだけれども、減価償却はそんなに今後、当然毎年工事をやっているん

で大きくは変動しない、この辺はどういうふうに見ていますか。 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 減価償却費には御指摘があったように、工事を行いますと

増えていくもんですから、今年は少し前年よりも下がったような状況ですけれども、今後も

施設改良していけば当然減価償却が発生しますので、同じような推移で今後も推移していく

と思います。 

○１４番（山田直志君） そうすると、減価償却は当然言われたように設備投資との関係で大

きく下がらないということになると、例えば監査委員の意見でちょっと夜間の問題、夜間の

民間委託の問題なんかが出ているんだけれども、３条関係で見ると支出をやはり抑制する部

分でいうと、今後のさっき言ったような稲取地区の水源関係で電気代や何かを圧縮する部分

と人件費の部分でのこういうことが可能かどうかということに尽きてくると思うんだけれど

も、この辺はどうなんですか。 

○水道課長（石井尚徳君） 浄水場の宿日直につきましては、一応監査委員さんのほうから指
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摘もございましたけれども、一応見積もり等はとってあります。それで一応経費的には安い

んではないかとは思っているんですけれども、ただ浄水場の職員が５人なんですけれども、

例えば３人に変わった場合に、その２人をどこに持っていくかという問題も一般会計との絡

みもありますもんですから、またこれが終了したら町長と相談はしたいんですけれども、そ

の辺の絡みがなければ簡単にと言ったら悪いですけれども、できるかと思いますけれども、

その辺が一番のネックではなかろうかと考えておりますけれども。 

○１４番（山田直志君） もう一つは、やはり夜間といっても一定の知識がないと、ただ泊ま

っていればいいとか、数字がピコピコ鳴るのを見ていればいいというわけではないと思うん

で、宿日直した人間がそれなりの機能、役割を果たしてもらうという部分も含めて、例えば

ちょうど定年退職なんかの人がいて、そういう人たちがそこへそのまま行ってくれるとかと

いうふうに移行できれば、ある面いいのかもしれないけれども、なかなかそこは簡単ではな

いと今後の協議対象だろうなというふうには思いますけれども、これも３条関係の財務状況

を改善するということで見ると、ここの辺ぐらいしかもう、それこそほかに改善するところ

はないよね、収益を、費用をやはり縮減をしていくという部分でいうと。 

○水道課長（石井尚徳君） 宿日直の関係につきましては、この辺の人が結局採用ではなくて

専門的な会社に頼みまして、その方にしばらくやってもらいまして、結局将来的には土地の

方を雇用をしたいという考えを持っているみたいなんですよ。なもんで、ぱっぱではなくて、

できたら６カ月ぐらい前、例えば来年の４月からならば10月ぐらいまでに言ってもらわない

と準備というか、一応こちらのほうに来て調査をしたり一緒に宿日直ではないですけれども、

そういったことも経験をしたり、そういったことをしたいということは一応聞いています。 

  それとあと、経費の関係なんですけれども、水道課の職員が13名から12名に平成27年度か

ら変わったわけなんですよ。１名減なんですけれども、業務係のほうが、例えばアパートな

んかの結局開閉ですよね、それ例えば引っ越すからメーターをとめてくれとか、引っ越して

きたもんでメーターをあけてくれとかというその作業が１日のうちで何件もありますもんで、

コンピューター上でやれるならあれなんですけれども、わざわざ行ってメーターを、指針と

いうかメーターを確認したり開いたりするだけも１時間か２時間ぐらいどうしても場所によ

ってはかかっちゃうもんですから、業務係が３人なもんでなかなか休めないというか大変で

すし、管理係のほうも老朽管ではないですけれども、そっちこっち漏水があったりすると大

変なもんですから、もう人件費的には削るとしたら浄水場しかもう考えられないといったら

あれなんでけれども、人件費はもうなかなか削ることはできないと思うんですよ。ただ、賀
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茂地区でも１つの町は水道課が結局３人ですか、３人なんですけれども、結構な仕事を委託

でやっているところもあるんですけれども、結構な金額なもんで、その辺はちょっと難しい

と思うんですけれども。 

○１４番（山田直志君） かえって、課長、今の開閉というのはそれこそ委託なんてできない

の。 

  例えば水道業者がいまだに回覧板で、今月は工事、何かあったんで掘り込みまでやるけれ

ども、ああいう形でやはり１件当たり組合と協定をして、そういう意味で人数が減って業務

が本当に３人で今、言ったようにいろいろなことをやっていく中で、そこの部分だけ組合で

ああいう当番制で来たときにやってもらうなんていうことは、どうしてもできない。そうい

うことでやはり人数減った分をやはり業務の負担もやはり減らしてあげないと、やはりちゃ

んと仕事して全体がやはり滞る部分もあるじゃないですか。そういう考え方で、当然それは

委託ということになると、それはそれで経費がかかる部分があるんだけれども、ただただ、

減っただけ、減っただけで今の事態を老朽化をし、井戸掘ったりいろいろなことをやらなき

ゃならないという事態に対応していくために今、言われたような細々した仕事で時間をとら

れるようなことについてはやはり委託と、そこの部分だけを委託するなんていう考え、もう

してもいいのではないかなって今ちょっと聞いていて思ったんだけれども。 

○水道課長（石井尚徳君） そういったことを別の業者に頼んでいる町もあるんですけれども、

お金が絡む問題がありまして、例えば結局滞納されている方についてはお金を払ってくれと

か、その辺の内容をその委託した業者に話すこともなかなか難しいですし、職員ならば内容

もちゃんと知っていますから強いことも申し上げることもできるもんで、委託するまでには

ちょっとそこまでの仕事ではないかと思うんですよ。頼むとどうしても結構な金額になって

きますからね。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の話を聞いていても、現に経費削減はどうするのかとかという職

員の今は人数の削減によっての方法があるとかいうんですけれども、今度は違った観点から

ちょっと聞きたいんだけれども、滞納についてはどういう状況になっています。水道料の滞

納につきましては。 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 未収金のほうなんですけれども、決算書の６ページをお願

いしたいと…… 

○１２番（鈴木 勉君） 何ページ。 

○水道課業務係長（土屋秀明君） ６ページです。貸借対照表の流動資産の未収金というとこ



－9－ 

ろにございます3,439万9,731円が未収金になっております。内訳ですが、現年分が1,868万

2,736円、過年度分が1,571万6,995円です。収納率ですが、現年は95.73％、過年度分が

41.7％、全体では90.87％になっております。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の数字的なものは今、聞かせていただいたんだけれども、先ほど

来の水道会計の正常化という形からいくと、この滞納というものの形、ここら辺をやはりも

っと上手に整理していかないと、先ほどの話の中で申しわけないんだけれども、人件費を抑

制するとか外部に委託するとかという話についても大事なものかもわかりませんけれども、

ここの収益性とこの使っていただいたものを完全100％収納するという、ここら辺もやはり

大事な数字のこのあやというのかな、経営をするには両立して考えていかなければならない

のかなという気持ちがするんですけれども、滞納についてはどういう形の中で、いかにそれ

を集金したり前年度に対してはどのようにして処理をしていくのかという、そこら辺をちょ

っと聞かせていただきたいなと思います。 

○水道課長（石井尚徳君） 一応停水につきましては厳しく職員は対応しております。１年に

３回ですか、停水の予告等をして水道料金を滞納されると停水のほうを実施しています。 

  それで、収納率の関係なんですけれども、例えば現年度分につきましては、でかいところ

ですと数百万になってくるわけんなんですよ。この辺の町の中の企業ならば問題はないんで

すけれども、町外のでかい会社になってきますと、自分たちは例えば３月中に処理をしても

実際に収入として現金で入ってくるのは４月になったりして、その辺が例えば１つの会社で

水道会計で1.何％に影響するとか、その辺の会社も中にはありますもんで、小さいところの

滞納はそんなにはないんですけれども。 

○１２番（鈴木 勉君） 決算の月をまたぐ、年度をまたぐとかいう話は今、課長のほうの話

はこういう話ではないかなと思うんですけれども、大口なんかのそのお金がもらえなくなっ

てしまったとかという、そういう状況というのは今どういう形になっておりますか。昨年度

の決算の中では不納欠損というのはどういう処理の、金額的にはどれぐらいの形になったの

かな、これに書いてある。 

○水道課業務係長（土屋秀明君） 不納欠損につきましては昨年度は953万2,596円になります。

件数は78件で、主なものは転出、転居先の不明者、死亡者などの水道料金ですが、ホテル・

旅館等の廃業と破産ですね、それが17件ありまして不納欠損額の92％を占めております。 

○１２番（鈴木 勉君） 92％は大口というか。 

○水道課業務係長（土屋秀明君） そうですね。 
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○１２番（鈴木 勉君） この不納欠損される方たちは大口の場合なんですけれども、次にそ

この経営権を買ったり、破産してしまったものを後で買い取るとかという形になってくると、

その状況によっては今までの滞納なされた水道のものなんかは、引き続いて払ってくれる業

者とゼロから出てくる業者というのがあるという形で、この不納欠損というのはそういう内

容でも処理できるわけだよね。ごめん、そうではなくて、私たち受け取ることができるんだ

よね、違うの。 

○水道課長（石井尚徳君） 例えば破産をして廃業なんかして、その方が買われた場合でも前

の水道料金を払ってくれるというところはないと思いますよ。 

○１２番（鈴木 勉君） そうかね。 

○水道課長（石井尚徳君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） 俺は、そういうことがあるのかなと思ったから、要するに。 

○委員長（藤井廣明君） ちょっと休憩します。 

 

休憩 午前１０時０５分 

 

再開 午前１０時０８分 

 

○委員長（藤井廣明君） さらに質問ありましたらどうぞ、休憩を閉じ、再開しますので。 

○１４番（山田直志君） ３条はもうあれなんで、４条関係の今回、建設改良の関係、いわゆ

る水源確保とか必要なあれができてきて、さっき課長が言ったように、今後の問題というの

がやはり３条の経費にもかかわるんだけれども、発掘した水源をどう水道事業に活用してい

くか、それに伴う施設整備という問題もやはり出てくると思うんだよね、水量の問題とあわ

せて。この辺はどういう今、考えをお持ちですか。 

○水道課長（石井尚徳君） 水源の結果にもよるんですけれども、その辺のことを平成29年度

に一応もう一度水道管の結局何年建築とかその辺のこととか、もう一度整理をして、その辺

の結果を見て平成30年度に水道ビジョンと経営戦略で、平成30何年度はどこどこ間を直そう

とかそういったのを考えたいと思いますけれども。 

○１４番（山田直志君） 非常にそれで悩ましいのは、資料に添付されているようにやはり平

成34年ぐらいまで、いわゆる土地拡張なんかの元利償還がずっと続いているという状況だと

思うわけさ。そうすると、個々の今、老朽化した管を交換する、一部交換する程度の部分で
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いくと大したことないんだけれども、今、出ているような３本の源泉、水源も井戸水源をや

はり実際水道に直結させる場合とか、前の計画であるとこれだけでも１億とか２億とかとい

うような設備投資がかかってくるんではないのかなと、この辺が非常に事業が恐らくそうい

う形で必要な事業っていっぱい出てくると思うさ。当然設備として安定供給のために必要な

んだけれども、しかし、今の状況からして内部留保資金はあるけれども、どうするんだとい

うところが非常に難しくて、ただ一時的には、稲取地区での水源を活用するためにはやはり

内部留保を含めて一定の活用を考える、企業債あんまり頼らないでやらざるを得ないのかな

というふうにも思ったりするんでけれども、その辺はどうなんですか。 

○水道課長（石井尚徳君） 減価償却とか、実際には現金がない部分というのは水道会計の場

合は大きいと思うんですよ。実際に定期預金とかそういったのをこう考えていますと、８億

円弱しか実際にお金はないと思うんですよ。例えばなんですけれども、個人的な考えなんで

すけれども、水道ビジョン等で例えば平成30何年度はここの工事をするとか、そういったこ

とが結局担当が変わっても実行するような計画をつくったほうが、担当者がかわってもやり

やすいと思うんですよ。そのとき、そのときの結局担当がかわって、では、こんなのはなん

ていう話ではちょっとまずいと思うもんで、そういった考えの水道ビジョンをできたらつく

ったほうがよろしいと思うんですよ。 

○１４番（山田直志君） そうすると、そこで一番問題はずっとやはり元利償還が負担がやは

り34年、35年ぐらいまで非常に大きいわけではないですか。そうすると、その今、課長言わ

れたような新しい水道ビジョンの中で、例えばこの稲取地区の井戸水源なんかをやるときの

やはり事業なんかを企業債を起こしてやるのか、やはり今は内部留保資金でその辺乗り切る

のかということで、これをどう考えるかということで場合によっては水道料金の値上げの問

題だって、すごいその関係からデリケートな問題としてやはり出てくる。何とか手持ち資金

で、まずそこだけ乗り越えて、その先の問題で課長さん言われるように、では、浄水場のや

はりコンパクト化改修とか奈良本なりのまた水源確保というのは、やはりその先には当然出

てくるんだけれども、それはこれからあと七、八年先のめどでいけばいいんだけれども、こ

こ数年の中でやらなければならない事業として稲取地区のその水源のありようを見直す設備

投資についていうと、やはり僕はできれば企業債に金額的なものがあるんだけれども、頼ら

ないでやるというような、手持ち資金で対応して、やはり料金値上げ等が起きないように対

応するということが必要ではないかなというふうにちょっと今の財政状況から考えると考え

ていますけれども、いかがですか。 
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○水道課長（石井尚徳君） 難しい問題だと思うんですけれども、とにかく平成29年度に資産

管理、アセットマネジメントのほうをしっかりやって、平成30年度にどうするかということ

を決定をしたいんですけれども。 

○委員長（藤井廣明君） ほかありましたら。 

○２番（稲葉義仁君） ちょっと結局、話がだから戻るところはあると思うんですけれども、

何となくの感覚でいうと今回水道料金も上げましたけれども、このままの状態でいけばやは

りそのうち使用水量も皆さんいろいろな節水だ、何かとか人口減るのも含めて、また収益と

いうかこの状況って、また足りなくなってきたねという状況には、そんなに遠くないうちに

やはりなると思うんですね。 

  そういったところも含めて今、稲取の水源とか水道ビジョンの中で奈良本のほうに水源を

とか、そういう趣旨で西塚委員も言われていたと思うんですけれども、どこかでやはり固定

的に係る部分とか根本的にこの形を見直さなきゃいけないところというのがやはり出てくる

とは思うので、その給水の安全確保とかはもちろん大切なんですけれども、そもそもの水道

料金が上がり続けては、皆さん水道を使わなくなってしまうという部分もあると思うので、

そのあたりをなかなか難しいバランスだとは思うんですけれども、30年の水道ビジョンの策

定に向けていろいろ検討していただきたいなと思います。大川はあれなんですよね、何か簡

易水道ではないですけれども、その形がいいか悪いかではなくて、変な話、奈良本について

はそんなことも考えなきゃいけないのかもしれないですし、どこをどうすればいいというの

は難しいところだと思うんですけれども、あらゆる可能性を考えながら、とにかく固定費を

減らさないと多分水道事業回らないような気もしますので、その辺いかがでしょうか。 

○水道課長（石井尚徳君） 平成27年度決算の関係で、一番一応経費の関係でマイナスという

か少なくなったのが電気料金の関係なんですよ。平成26年度と比べまして13％ほど下がって

いるわけなんですよ。それで、料金審議会のほうには平成27、28、29年度までは赤字にはな

りませんよという格好で、資料とか一応説明のほうはやっているかと思うんですけれども、

個人的に試算をしているんですけれども、平成28年度も電気料金のほうが下がってまして、

一番払っているところが年間1,600万円ぐらい払っているんですけれども、３カ月間なんで

すけれども、18％ぐらい一応下がっていますもんですから、３年経過した後、マイナスにな

るという計画だったんですけれども、多分５年は私は大丈夫ではなかろうかと思うんですよ。

やはり電気代がでかいわけなんですよね。東京電力さんの場合は火力のほうが比重が高いも

んですから、10月からも結局下がるということが発表されていますもんですから、若干今年
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も経常利益のほうが残るんではなかろうかと一応考えていますけれども。 

○２番（稲葉義仁君） 電気量がでかいというのは当然あれなんですけれども、電気料が下が

ったから結果的にもうかるという部分は先々やはりどうなるかわからない部分もあるんで、

インバウンドとかで中国人が来て、もうかってラッキーに近い部分もあると思うんですよね。

ですから、３年間はもつというのが、これで何とか例えば５年ぐらいは見通しが立つという

のであれば、まさにこのプラスでもらった２年間をうまく使って頑張って、その間にやはり

根本的にその辺がうまく回るようなことを検討していただきたいと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の意見の中で、僕なんかも今度の決算については適正ではないか

なと思うのは、早期に先ほど言ったみたいにビジョンもこういう決算を踏まえた中で、やは

り将来的なビジョンを早く立てて、それをやはり実施を早く取り組んでいくという形を僕ら

はしてもらいたいなと思うわけですよね。その１つの中に、端的に言えば今やっている水源

の確保を早期に完成させていただいて、流下式を早くに取り組んでいけるかどうかという形

の中にも、この稲葉さんが言われた形だけ含まれてくるだろうと思うし、それから、地震だ

とかそういう災害についても今のやり方でいったならば、浄水場がパンクしたときには大変

な形が出てくるから大川みたいな簡易式水道も大事だし、それぞれの地区でいざというとき

には単独で自分たちの水道は確保できるような、そういう考え方だって必要になってくるの

ではないのかなという気持ちもあるんですけれども。僕はこの決算を踏まえたときには今、

稲葉さんが言われた内容が僕はそういう形の中でどう対応を早くビジョンを完成させていた

だいて、それを早く実施していくような形をお願いしたいなと思っているわけなんですけれ

ども。 

○委員長（藤井廣明君） その中で質問の事項としてはありますか。 

○１２番（鈴木 勉君） いいんです、もうないんですから。 

○委員長（藤井廣明君） 例えば奈良本でね、ちょっととってごめんなさい。奈良本では…… 

（「休憩したほうがいいんじゃないの、ちょっと離れるから休憩したほ

うがいいんじゃない、その部分になると」「そっちで話しましょう……」

「休憩中にやったら」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） では、ちょっと休憩します。暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２３分 
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再開 午前１０時２９分 

 

○委員長（藤井廣明君） 審議を再開したいと思いますので、よろしくお願いします。 

  ほかに質問ありましたらどうぞ。 

  今の稲葉君やら鈴木さんの質問に、課長どうですか、要望といいますか、答えることがあ

りましたら、先ほどの。 

○１２番（鈴木 勉君） だから、２人のさ、その辺まとめると、早期ビジョンを早く立てて

くださいということなんだよ、俺的には。 

○委員長（藤井廣明君） 後で要望にでも入れますか。 

○１２番（鈴木 勉君） うん。 

○委員長（藤井廣明君） それでは、次の質問で何かありましたらどうぞ。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） それでは、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第51号 平成27年度東伊豆町水道事業会計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（藤井廣明君） 異議ないと認めます。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て、委員会のまとめとして要望事項や希望意見があ

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

望意見はありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 先ほど課長のほうからも答弁があったように、やはり早期ビジョン

というものの組み立てをしてもらいたいなというのは意見書としてまとめることできるのか
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な。 

○５番（西塚孝男君） 根本的に30年度に向かってそれをつくると言っているんですよ。 

○１２番（鈴木 勉君） 30年。 

○５番（西塚孝男君） 平成30年に、その場合に29年にその下調べをして、下調べをして、こ

の町に合ったものは何かというものを30年に発表してやるというのは方針でもう打ち出して

いるんですよ。 

○１２番（鈴木 勉君） そう。 

○５番（西塚孝男君） はい、そうずっと言っていましたよ。 

○水道課長（石井尚徳君） 結局単年度にやるというとなかなかちゃんとした仕事ができない

みたいなんですよ。ですから、29年度に例えばどこどこの管は耐用年数が何年とか、そうい

った調査とか予算上の収支とかをちゃんと把握しながら計算をしながら、それを平成30年度

の水道ビジョンと経営戦略のほうでつくっていきたいわけなんですよ。29年度に調査をして、

その結果を30年度の計画で出したいということなんですよ。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の課長の説明は、着手を29年にするという話ではないですか。だ

から、それを踏まえて今年の決算においては長期ビジョンに着手してくださいという形の中

を町に残してやる。それはだから、答弁として29、30でやるという形になるわけでしょう、

ね。だから、私たちの意見書としてはそういう書き方しかできないではないですか。その答

弁として29年、30年でこういう長期ビジョンを完成させるという形は答弁書には出てくるわ

けでしょう。もし僕らからそういう意見だったら。 

○水道課長（石井尚徳君） 休憩で。 

○委員長（藤井廣明君） 休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３２分 

 

再開 午前１０時３５分 

 

○委員長（藤井廣明君） 休憩を閉じて、再開しますので、要望事項や希望意見ありましたら

つけますけれども、その必要性どうでしょうか、皆さん、つけますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） なしということで、では、なしと認めます。 
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  では、これで水道課の案件を終了したいと思います。 

  審査を終了します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３６分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○委員長（藤井廣明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  本委員会に付託されました議案第49号 平成27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） 天草漁の関係ですけれども、いろいろこの間の議論はありますけれ

ども、やはり事業継続と安定した事業を継続していくという点で、今までの海女さん、取り

手が亡くなるとかという事態が、新しいアクアラングの問題もあるけれども、こういう問題

についてはどういう今、対応を考えておられますか。27年度の段階でいえば一応終結はして

いるんですけれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今、御指摘の件は今後のことについてということだと思いま

すけれども、御承知のとおり唯一潜っていらした方が亡くなってしまったということで今、

誰もいない状況になっております。前々から漁協のほうで検討してきたのは、アクアラング

を使っての天草漁ということで検討はしてきておりますけれども、その詳しい件については

係長のほうから話しさせます。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 漁協さんのほうで１月に漁協の組合で行使規則を改正

したということで、ダイバーを使っての漁ができるようになったということで、今後そのダ

イバーを使った漁を実際に、今年はもう漁が９月いっぱいで終わりですので今年はなしとし

ても、来年から実際にダイバーを使った漁をやっていきたいという報告がございました。 

○１４番（山田直志君） いいです。 

○委員長（藤井廣明君） ほかに質疑ありましたらどうぞ。 

  質疑ありますか。何かありましたら、なければこれで休憩しますが。ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） それでは、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 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49号 平成27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（藤井廣明君） 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書に意見を付したいと思います。要望事項や希望

意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） なしと認めます。 

  それでは、これをもって財産区の審議を終了したいと思います。 

  お疲れさまでした。 

  休憩をとらずに、そのまま風力発電事業特別会計のほうに入りたいと思います。 

  本委員会に付託されました議案第50号 平成27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。 

  主要成果の説明は41ページにありますね。 

○１２番（鈴木 勉君） この平成27年度の決算においては、自分たちが風力のあの３基の風

力のあの発電機を見ている限り、非常に稼働率が僕、悪いんではないのかなというくらいに、

そのくらいの要因があるんだろうと思うんで、その要因は何でしょうかね、その動かない要
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因。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 御承知のとおり平成15年にできまして、もう14年目かな、で

すからかなり老朽化が進んでいまして、細かい内容については係長から話しますけれども、

ちょっと１つ直ると１つ壊れるというような形で、なかなか３基一度に回っている内容が少

ないということもありまして、収益事業が当初7,800万見込んでいたものが残念ながら5,400

万という形になってしまっております。内容については係長のほうから。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） 平成27年度につきましては２号機、真ん

中の風車なんですけれども、あちらの主軸のほうの破損がありまして、主軸というのは大も

との頭を振るためのギアなんですけれども、そこの破損がございまして、最初の破損で４月

５日から８月１日まで、２回目が９月15日から６月、今年になってしまうんですけれども、

今年の６月17日までとまってしまったわけなんですが、本来であれば、言いわけになってし

まうんですけれども、部品が壊れたものを発注すればすぐつくってくれて納品してもらえれ

ば、これほどとまることはなかったんですが、残念ながら風車メーカーさんが部品の在庫を

全く抱えてない状況にされておりまして、このギアにつきましては発注から９カ月半かかる

という、最初から納期がそれだけかかりますと言われてしまったんです。何しろ再三急いで

くれ、急いでくれと言い続けまして何とか６月前には入ったんですけれども、それでもやは

りこの期間停止してしまったというのが一番大きな原因になります。ギアの破損というのは

本当に特殊な事例だったもんですから、しょっちゅう起こるものではないんですけれども、

今後は消耗部品はどんどん故障が発生してくるのは十分見込まれますので、今までどおり年

間8,000万近い収入というのは大分厳しくなってくるのは事実だと思います。 

○委員長（藤井廣明君） いいですか。 

○１４番（山田直志君） そうすると、問題はその悩ましいというのか収益が確かに落ちる可

能性ってあるんだけれども、今度は逆に一方では、企業債の償還のほうも終わってくる部分

というものがあるわけで、今回みたいに骨格的なところを修繕をすると今、課長言われたよ

うに消耗品の部分は交換はすぐにしてもだけれども、あとどのくらい使うかという部分は結

構難しいさじかげんのところがあるのかなという、そういう判断はどう考えています。 

○企画調整課長補佐兼地域振興係長（梅原 巧君） 私どもの運営している側としましては、

何しろ消耗品ですとか、もう耐用年数が来た部品というのは徐々に交換していきながら延命

は図っていきたいなと思っています。ただ、大もとの支柱自体の金属疲労が可変されたです

とか、そういうもう根本をやり直さないことには対応できない事態が発生してくるのもいず
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れ来るでしょうから、そういうのをしっかり検査しながら、何しろ限界までは動かしていき

たいということなんですけれども、余りに主要な部品の故障が発生するような頻度が高まれ

ば、当然赤字になってくるわけですから、そうなったときにはもう今後直してまで使うべき

なのか、それも十分金属の疲労度合いなどを検討しながら、もう将来を考えていかなければ

ならないというのは重々承知しておりますので、しっかり現状の確認は今後続けていきます。 

○１４番（山田直志君） わかりました。 

○委員長（藤井廣明君） ほかにありませんか。 

  ほかに質問ありましたらどうぞ。 

○１２番（鈴木 勉君） 決算を見た限りでは、もう少し稼いでいただきたいなというものが

あるんではないかなと思うんですよ。今はこんなこと言うと申しわけないんだけれども、自

分たちのものに置きかえて判断したらいけないんではないかなと思うんだけれども、機械も

んだからという一つの考え方をしていかなきゃいけないんだけれども、やはり老朽化に伴っ

てでも稼働率を上げていくとかという形を期待するわけなんですけれども、せっかくこうい

う27年度の予算を見ても今のものが現存していたほうがいいのか悪いのかという形でないん

だけれども、数字的にはあそこにあるのが数字にあらわれてこないというのがちょっと残念

だなとは思うんですけれども、やはり今、自分たちもあそこで風力発電で上げた利益をほか

のところに使いたい、使っているというのが現実あるもんで、やはりもう少し稼働率を上げ

るというそういう努力をしていただきたいなと思っておりますけれども、どうでしょうかね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 確かに自然との闘いになりますので老朽化もありますし、た

だ、事前に予測されるようなもの部品については、あらかじめ確保しておくということが必

要だと思いますし、そうすることによって修理期間の短縮化、それによる収入の増加が見込

めると思います。 

  あとは出すほうを絞って利益を出すということになりますけれども、まず償還金は返さな

きゃなりませんのと、撤去するための積立金を積み立てております。それを引いた中で、一

般会計に繰出金を600万円ほど出しておりますけれども、それが結局この風力発電をやって

いる果実となって環境教育、そういう施策に振り向けられることでございますので、それを

なるべく削りたくはありませんが、そこら辺でバランスがとれるような形で運営を今後考え

ていきたいと思います。 

  償還も平成30年で終わりますので、その後は少しは楽になるのかなという気はいたします

けれども、御指摘のとおりの延命を心がけていきたいと思いますので、よろしくお願いしま
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す。 

○委員長（藤井廣明君） よろしいでしょうか。 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） ないようでしたら、質疑なしと認めまして、これをもって質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第50号 平成27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（藤井廣明君） 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書に意見を付したいと思います。要望事項や希望

意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） なしと認めます。 

  それでは、以上、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。 

  本日はこれをもって延会いたします。 

  なお、委員長報告につきましては、９月26日までに検討したいと思います。 

 

延会 午前１１時１１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２８年９月２６日（月）午前１０時３０分開会 

 

出席委員（５名） 

     ２番  稲 葉 義 仁 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

    １０番  藤 井 廣 明 君     １２番  鈴 木   勉 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（なし） 

 

議会事務局 

議会事務局長 向 井 青 一 君   

 



－2－ 

 

開会 午前１０時３０分 

 

○委員長（藤井廣明君） おはようございます。 

  ただいまの出席委員は５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、決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。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時４９分 

 

○委員長（藤井廣明君） それでは、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。 

  付託意見は１件だけですね。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 後期高齢者の医療特別会計のところで要望事項として、「広域連合

よりデータをフィードバックし、次年度より成果説明書に取り入れること」ということだけ

要望事項としてありましたので、それも発表したいと思います。要望したいと思います。 

  そのほか何か皆さん追加したいとか訂正したいと。 

○１４番（山田直志君） まず、国保のところで③のところで不納欠損の実情で、行うものが

ないのが現実って、現実でを切っているんだけれども、その辺ちょっと現実というか言葉の

表現はやはり実情、実態であるとか何か少し言葉を足したほうがいいのと、あとその他質疑

の対象となった事項自体が、何か言葉が結構またいろいろ詳しくなり過ぎちゃっていて、も

う少し全体的に全部というか、もう少し簡略化してもいいのではないかなというふうに思う

んだけれども、結構質問のとおりの言葉をそのまま使っているんで、それと最後に、11ペー

ジの水道のところは、委員会からの意見を付しは要らないわけだよね、一番最後のところ。 

  水道も②のところも、施設稼働率40％云々かんぬんとかっていうことだけで、上のほうの
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ちょっと経営戦略云々とかというのは１行ちょっとは削ってもいいんじゃない。 

  その他質疑の何か親切な部分、かえってわかりにくくなる可能性もあるし、逆にそこにま

たあれするので、もう少し表現は簡略になるものは何々についてとかで一般的になる言葉は、

そのほうがいいんじゃないのかな。例えば国保のところも災害や急に職を失った方の減免は

ないかではなくて、簡単に減免についてとかで、やはり重複多受診の内容についてとか、大

体今までそういうところは全部ついてになっているんで、ちょっとやはりそのまま質問の項

目をそのままというよりは何々について、ついてで短くできるものはすっきりさせたほうが、

何か質問が答弁がもらえなかった項目がいっぱい書いてあるみたいな恰好になっているので、

そういう点をちょっと直したほうがいいと思います。 

○委員長（藤井廣明君） 水道会計に関しては、今、指摘があったのは２番の質疑事項で、２

番は全部カットしてはどうかという意見ですよね。 

（「いや、上の１行」「１行」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） １行だけ。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 上の１行、考えてほしいというところ。 

（「２番の経営戦略はのところからほしいまでを削除していい」の声あ

り） 

○委員長（藤井廣明君） を削除したほうがいいと。 

  それと、その他質疑の対象となった事項なんかの言い方といいますか、どう推移するのか

とか企業債に頼らずにやるしかないのかとかというあたりは、企業債についてとか何かその

他の対象となった事項は、もう少し簡略をしたほうがいいんではないかという意見だったと

思いますので、ひとつその辺検討して事務局と訂正できるところは訂正していきたいと思い

ます。 

  ほかありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（藤井廣明君） なければ、これで閉めたいと思いますが、どうでしょうか。 

  それでは、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） これをもって質疑なしと認めますので、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。 
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（「異議なし」の声あり） 

○委員長（藤井廣明君） 異議なしと認めます。 

  よって、特別会計決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、特別会計決算審査特別委員会を閉会いたします。 

  皆様、大変御苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時５７分 


