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特別会計決算審査特別委員会（第１日目）記録 

 

                    平成２９年９月１２日（火）午後３時１６分開会 

 

出席委員（５名） 

     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 

    １４番  山 田 直 志 君      

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

議会事務局 

議会事務局長 向 井 青 一 君   
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開会 午後 ３時１６分 

 

○臨時委員長（森田禮治君） 時間が来たようですので、委員会を始めたいと思います。 

  東伊豆町議会委員会条例第９条の第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。選挙の方法については、投票と推薦があります。いかがいたしますか。 

（「推薦」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 委員長の選挙は指名推選にしたいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしの声がありますので、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

に決定いたしました。 

  委員長に３番、栗原さんを指名します。 

  お諮りいたします。ただいま臨時委員長が指名しました３番、栗原さんを委員長の当選人

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３番、栗

原さん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３番、栗原さん、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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  ３番、栗原君に委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○委員長（栗原京子君） すみません、今、御指名をいただきましたので、しっかりと支障を

来さないように、しっかりと頑張ってまいりたいと思いますので、御協力をよろしくお願い

いたします。 

○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し

た。 

  委員長には恐れ入りますが、委員長席にお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１９分 

 

再開 午後 ３時２０分 

 

○委員長（栗原京子君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより副委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。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（栗原京子君） 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。御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） 御異議なしと認めます。したがって、委員長が指名することに決定

しました。 

  副委員長に14番、山田君を指名します。 

  ただいま委員長が指名しました14番、山田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（栗原京子君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました14番、山田君
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が副委員長に当選されました。 

  ただいま副委員長に当選されました14番、山田君が本委員会に出席しておりますので、本

席より告知いたします。 

  14番、山田君に副委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○副委員長（山田直志君） 久しぶりの副委員長なので、緊張感を持ってやりたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○委員長（栗原京子君） 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ３時２２分 

 

再開 午後 ３時２５分 

 

○委員長（栗原京子君） 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、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） 異議なしと認めます。 

  よって、本日は、これにて延会することに決しました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  なお、あすは午前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。 

  御苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

延会 午後 ３時２５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２９年９月１３日（水）午前９時３０分開会 

 

出席委員（４名） 

     ３番  栗 原 京 子 君      ７番  飯 田 桂 司 君 

     ８番  村 木   脩 君     １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（１名） 

    １１番  森 田 禮 治 君 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（１５名） 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 健康づくり課 

参 事 村 上 則 将 君 

健 康 づ く り 
課 長 補 佐 柴 田 美保子 君 

健 康 づ く り 
課 長 補 佐 兼 
介 護 係 長 

齋 藤 和 也 君 

健 康 づ く り 
課 長 補 佐 兼 
健康増進係長 

横 山   昇 君 健康づくり課 
国民保険係長 中 村   忍 君 

健康づくり課
保健予防係長 土 屋 秀 明 君 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 

浄 水 場 係 長 山 村 泰 司 君 

水 道 課 
業 務 係 長 中 山 美穂子 君 企画調整課長 遠 藤 一 司 君 

企 画 調 整 
課 長 補 佐 兼 
情 報 係 長 

山 西 和 孝 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 
主 査 

田 村 貴 行 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（栗原京子君） ただいまの出席委員は４名で、委員定数の半数に達しております。

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

  なお、11番、森田委員より、本日の会議を欠席するとの届け出がありましたので、御報告

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問以内としたいと思います。また、質問箇

所のページをお願いいたします。どうぞ御協力のほどよろしくお願いします。 

  本委員会に付託されました議案第38号 平成28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します。 

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

  質疑ありませんか。 

○８番（村木 脩君） この保険料の、介護保険料が全体的には90.49％ぐらい徴収率、そし

て現年度分の保険料が97.7ぐらいが保険料、そして滞納繰越分、滞繰のほうが8.9％。そう

すると、全体的に90.49というのは随分低いかなという気もするんだけれども、滞繰のほう

が随分足を引っ張っているのかなという気がするんだけれども。滞繰でやっていない人、こ

れなどが高齢者もいるんだろうから特別徴収のほうはまあ…… 

○委員長（栗原京子君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時３２分 

 

再開 午前 ９時３３分 

 

○委員長（栗原京子君） 休憩を閉じ、再開します。 

○８番（村木 脩君） この国保の保険料の予算をつくるときのこの見込み数、大体89％ぐら
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いで去年あたりやったのかな、これが今年は何パーセントになって、その部分、もう少し90

を超えた数字でやれば皆さんにかかる税金も安くなるんではないのかなという気がするんだ

けれども。せめて92％ぐらいで予算を組んだほうが、そして徴収率は95以上を目指してもら

うというふうにすれば。この件について御意見は。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 予算をつくる際の収納率の計算ですけれども、予算の場

合、特別徴収につきましては収納率は100％で算定しております。普通徴収のほうにつきま

しては一般のほうの保険料のほうが90％です。退職のほうは92％の率で一応、予算のほうは

算定をしております。 

  それから、95％を目指してということですけれども、一応、平成28年度、現年度のほうの

収納率につきましては92.36という数字になりました。一昨年27年度と比較しましては、27

年度が90.8ということでしたので1.71％ほど増にはなっているんですが、これは協議会のほ

うもできたということがありまして徴収率は伸びているんですけれども、少しでも徴収率が

伸びるということになれば負担というものも減っていくことになりますので、努力してまい

りたいと思います。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） その協議会で２％ぐらい増えたという勘定になってくるんだろうけれ

ども、その協議会そのものがどっちに比重を置いているのか。税務課のほうを向いているの

か、国保のほうを見ているのか。国保のほうがどっちかというと高い税金が多いから難しい

のかなという気もするんだけれども、その辺について。五分五分でやってもらうのか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 協議会なんですけれども、一応金額で。金額が大きいも

のから順に整理をしていくという形で当初進めましたもので、どちらかというと国保側のほ

うがどうしても滞納額って金額的には大きいもので、結構国保が今回整理していく中では多

かったというのが、実際は。そういう形のほうがかなり、まあ半々というか、どちらかとい

うと額でいくと国保が多いという、国保だけという方もかなりいましたので、というのが今

の協議会のほうの状況です。 

○８番（村木 脩君） 国保のほうはどっちかというと対象者の強制執行が難しいかなという

気もするんだけれども。税務課のほうは割かし口座を押さえたりいろいろやっているようだ

けれども。国保のほうは入っている人たちかな、割かし所得のない人たちが多いんだろうと。

頑張ってください。 

  以上です。答弁は要りません。 
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○７番（飯田桂司君） 私は国保の関係は去年からちょっとあれして、不納欠損や滞納繰越分

もあるわけですけれども、去年の実績を見ますと、不納欠損が250件ということで上がって

いる中で、今年ちょっとこう、不納欠損が少なくなってきておるなと。 

  この状況をちょっと確認を、滞納繰越部分も含めてちょっと御説明いただきたいなと思い

ます。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 不納欠損の状況ですけれども、地方税法第15条

の７、第４項の執行停止後３年を経過したものは61件で1,476万6,196円、第５項の滞納税を

徴収することができないことが明らかであるものが６件で139万4,664円、第18条の５年間行

使しないことによる納税義務の消滅が94件で781万1,358円となっておりまして、うち74件が

執行停止に係るものとしまして605万6,528円となっております。 

○７番（飯田桂司君） 今、数字は成果表のほうにも出て確認をいたしますけれども、私が聞

きたいのは、去年の欠損の250件ですか、2,900万の額から1,600万にかわってきたというと

ころをちょっと説明をいただきたいと。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 27年度なんですけれども、28年度から協議会のほうに事

務のほうが滞納分が移管するということになって、協議会のほうの協議の中で、ある程度27

年度のうちに欠損できるものは欠損した形のものを移してくれというような話になりまして、

27年度のほうはちょっと調査のほうを多くしまして、調査件数も増やした中で欠損という形

をとっているもので、28年度に比べてちょっと数字的には大きい形になっております。そこ

が一番大きな理由かと思います。 

○７番（飯田桂司君） わかりました。 

○委員長（栗原京子君） ほかにありませんか。 

○１４番（山田直志君） まず、徴収の関係なんですけれども、これは一般会計もそうだし、

成果説明書でも、今も協議会と協力し適切な滞納処分を行ったという部分があるわけなんだ

けれども、具体的に協議会と協力してやったということは、その滞納、いわゆる差押であっ

たりとか金融調査とかいろんな部分がやっぱり前年と違っていたんだと思うんですよね。そ

このところが、やっぱりどういうふうに協議会と協力してというか、協議会で取り組むよう

になって徴収が増えたのかと。 

  ちょっとこの間も一般会計での大綱質疑で、ちょっとよく見えなかったのは、具体的にど

こか変わらなければ増えないわけで、景気が別にいいわけでも何でもないわけだから、ちょ

っとそこのところが見えづらかったのが、そこの点でのやっぱり徴収の問題は、そこの内容
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を１つお伺いしたいなと思っています。 

  ２つ目に、不納欠損の問題で、具体的なその法的欠損状況にあるというものは確認できる

んだけれども、今回のこの161件の中でのいわゆる所得分類というのはどうなっているのか

な。いわゆる軽減世帯でも保険税が払えなくて滞納になっているという、この不納欠損に結

局最終的になってしまったという問題もあるだろうし、高額の所得者でもそういう人がある

なのか。ちょっとこの不納欠損者の収入、所得の状況というのがどういう分類になっている

のかなと。それはやっぱり今の国保の状況を勘案するためには必要かなと思っています。 

  ３点目なんですけれども、成果説明書でも職員による戸別徴収の実績というのがあるんだ

けれども、何かちょっと少なくなったんではないかという印象もはっきり言ってあるんです

よ。過去の担当者なんかだと、もう国保の係長とか何か、国保係に行ったら靴を何足もかえ

たよというようなことも言われていて、このいわゆる戸別徴収の部分がちょっと弱まってい

ないのかなという感じがするんですけれども、いかがでしょうか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 滞納者の所得の段階なんですけれども、平成28

年度分なんですが、滞納世帯で所得なしが92世帯、滞納金額が278万9,456円、所得が50万円

以下の人が57世帯で262万2,895円、所得が50万から100万までの世帯が63世帯で658万1,747

円、100万から200万の世帯が78世帯で932万9,306円、200万から300万の世帯が29世帯で573

万9,516円、300万から500万の世帯が９世帯で307万5,700円、500万円以上の世帯が７世帯で

209万3,500円、それで不明・未申告の世帯が38世帯で203万8,300円となっております。 

  続きまして、徴収の件数が減った件につきましては、協議会ができた時点で、徴収のほう

には行かず、できるだけ滞納者を役場のほうに来てもらって相談の機会を増やすというよう

な形で、できるだけ徴収には行かないという形になっているものですから、件数が減ってお

ります。 

  すみません、協議会ができてからの滞納処分のやり方なんですけれども、前からやってい

たにはやっていたんですけれども、協議会ができてから滞納処分の調査件数が増えておりま

して、それによる調査件数の増加が主な要因となっております。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 徴収の具体的な協議会との協力ということですね、どう

いうふうに変わったのか、差押等。 

  やはり調査件数、かなり金額が大きい順から順番にですけれども、調査件数はかなりの数

が増加しております。それに伴いまして、調査をして当然それを差押というところまでもう

協議会のほうでは実施しているもので、徴収率についても伸びているというのが状況なので、
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かなり、これまでよりはと言うとなんですけれども、厳しい形での徴収は行っているという

ことになるかと思います。 

  それから、段階別なんですけれども、今、係長のほうから金額別で説明しましたけれども、

200万以下という部分が全体の77.7％という形になりますもので、低所得者のほうが多いと

いうような状況になっているかと思います。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 恐らくそうだと思うんですね、収納についていうと。大体あれだよ

ね、前年度の滞納があって、１回ぐらい催告状があって、呼び出しがあったけれども来なか

ったとか対応をしなかった場合には、もう即、差押の通知が行くので、従前よりはかなり厳

しかったと思うんですよ、それはそれでね。 

  だから、僕が聞いているのは、そういうところで、例えば去年の27年度では差押、町とし

て何件、それで協議会に移行してその差し押さえが何件になったとかね。やっぱり、そうい

うところを数字的に得ていかないと、議員にもほかの職員の皆さんにもわかっていかないし、

町民にもわからない。 

  厳しくなったということを言えばそういうことで、協議会になったから、催促書を２回を

３回出したからって集まるような話ではないわけだから、結局そういうところの増加でそう

いう形になったということだと思うので、やっぱりそこの数をはっきりとさせる必要がある

のではないのかなと思っているんですよ。 

  不納欠損もそうだし滞納全般はやっぱり低所得という問題から避けられないので、今、大

体言われたようなことだと思うんだけれども、３点目の戸別徴収について、いわゆる昔の議

論で言うと、昔はやっぱり何とか税金を納めてくださいよと、ある面で納めてくれという徴

収する側の熱意の問題で、かなり臨宅徴収しろなんていうことを言っていた時代もあるので、

それは今の時代と変わってきたというところはあるとは思うんだけれども。 

  そうすると、今、係長が言われたように、訪問ではなくて個別に来てもらって当然相談を

する、それはそれなりの理にかなっているところはあると思うんだけれども、そうすると、

一体じゃ、訪問はこうだったけれども、実際その役場へ来てくれて対応したりしたのが何件

ぐらいあったのか。そのことがやっぱり全般として徴収にも効果を上げているのかどうかと

いう、そこのところの数字の把握というのも、僕らとすると必要なのかなと。今まではかな

り個別の訪問徴収、臨宅徴収と言っていたやつを確かにかなり来させていると思いますけれ

ども、それをやっぱり数字でちょっと把握したいなと思うんですよ。 
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○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今、訪問件数あるいは窓口の件数ということと、それから、

その前に差押での協議会に移管する前と後という形のものですけれども、当然、町県民税等

とはちょっと異質のものというような捉え方の中で、今までの徴収方法としては、まず保険

証の短期があったり資格があったりという段階を踏む中で、納付の誓約をとったりというの

がまず基本的な徴収の仕方であったと。それが法に従った形で、協議会のほうで税金を収納

するということで差押ということで、当然、多分差押の件数については各段なアップがあっ

たというふうに思います。ちょっと数はまた調べてみたいと思いますけれども、今、直接数

字で示すことはちょっとできないんですけれども。 

  あと、訪問件数と窓口というのは、やはり先ほど言ったような保険証の切りかえ等による

窓口納付、当然、訪問での徴収等も件数的には少なくなってはいるのかなとは思いますけれ

ども、窓口は分納というような形のものの納付は当然ありますので、今それを今日何件あっ

たというようなつけ方はちょっとされてはいないんですけれども、あくまで納付誓約に従っ

た形での納付という形で来庁していただくというような形はとってはいますので、今後その

数もどのくらいになるのかというのは計算をしていきたいというふうには思います。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 滞納のある方については全部協議会のほうで話をまずし

てもらう形になっているもので、ちょっと件数を持っているかどうか税務課のほうに確認を

させていただいて、もしトータルの数になってしまうとは思うんですけれども、税と国保と

ちょっと分けられるかどうかというのは難しいかもしれないんですが、でも持っているかど

うかは数字があるかどうかを確認させていただきたいと思います。 

○１４番（山田直志君） これ以上できないではね。何かそう言われてしまったら、これ以上

はできなくなってしまう。 

○７番（飯田桂司君） じゃ、いいですか。 

  今、山田委員のちょっと関連についてなんですけれども、去年も出されていたんではない

かと思うんですけれども、今の滞納の関係の所得を含めた世帯の数字が出たんですけれども、

これ、あれですか、年齢別、年齢の関係のデータというのはやはり出ないわけですか、出さ

ないわけですか、それともないのか、年齢別の。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 課税が世帯ごとなものですから、年齢でという

のは…… 

○７番（飯田桂司君） だから、どういう…… 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 所得区分で、給与所得とか営業所得とかそうい
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うものであれば世帯数がわかるんですけれども。 

○７番（飯田桂司君） 今、やはり個人として払えないというのは、滞納して不納欠損とかあ

るわけですけれども、その世帯の、要するに世帯者の大体年齢が60代なのか70代なのか80代

なのか、そういうことがもしデータとして出ているのであれば、ちょっと数字あれば、どの

段階世帯が滞納とか不納欠損になっているのかなということを、ちょっとわかればね。もし

あれば、ちょっと教えていただきたいなと。 

  なければ、後でもいいです。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） ちょっと調べさせていただきます。すみません。 

○８番（村木 脩君） 大体、内容的には200万以下というのが多いということなんだけれど

も、500万以上なんていうのは何人もいないよな。 

○１４番（山田直志君） 何人もいるんじゃない、結構いたんじゃない。 

○８番（村木 脩君） いたけれども、そういう人たちはその滞納には入っていないんだよ、

多分。200万以下の人がほとんどその中間層が多いんだろうと思うんだけれども、その辺の

やはり対策というのは、期別、今10回…… 

○健康づくり課参事（村上則将君） ９回。 

○８番（村木 脩君） ９回で集められるのですか。本来は９回でまめに行けばもらえること

も多いのだろうけれども、いきなり差押しても、200万以下の人を差押して現金化しようと

いってもなかなか難しいし、その人の生活の部分もあるだろうから。全部が全部、現金化で

きるわけではないんだから、だからその辺の話し合いというか。 

  昔は95％を目標にやっていたんだけれども、今のこういった世の中ではなかなか難しいだ

ろうなという気がするんだけれども。確かに努力も足りないわな、これらのところはやっぱ

り28、29、30、31、ここが一番の勝負だったんだけれども、年末の。見ていると28日で終わ

りだからそういうことはないんだろうけれども、そこまで強制することもできないだろうし。 

  だからその辺が、納税者とのどっちかというとコミュニケーション、それも多分ないんだ

ろうなと、余り今出ないから。だからその協議会の人たちがそういうコミュニケーションを

とっていく。本来なら、今日はちょっとこっちのほうを回ったからとかで顔を出したりして

生活の内容を見たり、たとえ少しでもどうですかとかという話になっていくんだろうと思う

んだけれども。 

  だから、500万円以上の人ばかりだったら楽なんだろうけれども、みんな退職して社会保

険の後に入ってくる人たちだから、年齢も高くなるだろうし、働いている現役世代の人なら
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優遇者とか農業者とかそういうところなんだろうけれども、そんなに高額所得というのは出

てこない。大体、高額所得出る人は７人とか何人、大した数字というのはなかった、500万

以下。７人というと、大体500万超えると限度額になっているのかな。 

  だからそこのところと、今度この滞納額が今度は県のほうになるのかな、事業主体がかわ

ってくるとそういったものは町へ残されるのか、向こうへ持っていってくれるのか。徴収の

部分とこの課税の部分で、そこいらが事業主体がかわったときにどういう話になっているの

か。それはこの今の決算の数値が引き継がれるのかどうかという話なんだろうと。そういっ

た滞納部分、これらは町へ残されるのか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 納税者とのコミュニケーションということなんですけれ

ども、先ほどの質問でも係長が答えたとおり、今は徴収には基本的には回らない、回るなと

いうのが、もう協議会として戸別では回らないというのが基本で、それに伴って国保のほう

も、今まで約束してあった方たちのほうは回っているんですけれども、新規の方にはまず全

く回っていないというのが現実です。 

  ですので、今の協議会としてそれが基本的なやり方だということで、そのかわり、調査を

し呼んで、来なければ本当に差押しますよという形なので、コミュニケーションとなるとな

かなかその回っていない部分ありますので、来た方との話し合いで相談という形はあります

けれども、昔とはちょっと違うかなという、今のやり方は違うというのがちょっとあるとい

うのは理解していただきたいなと思うものと。 

  来年度からの県のほうとの関係ですけれども、賦課、徴収は町に残ります。県のほうは財

政面を全て取りまとめるという形で、県のほうが、まず静岡県としてのどれだけ医療費がか

かるかというのを推計しまして、それに見合う納付金を各町に幾ら納めてくださいというも

のを計算して、その納付金額を町は県に納めるんですけれども、その納付金額とあわせて標

準税率を、それぞれの町ごとの標準税率というものは県が示してきます。 

  ですけれども、その標準税率に基づきまして町は町として今年、来年度どれぐらいの税率

にするかというのは町で決めることになるので、標準税率どおりでやれというわけではない

です。ですので、今は資産割も入った４方式なんですけれども、その方式につきましても、

県が示す標準税率は３方式で資産割がない形のが来ますので、納付金に見合う税率、納付金

額を確保するために取りかえの税率にするというのは、やはり町が決める形になりますもの

で。 

  はっきりと言ってしまえば、静岡県になるんですけれども、河津町と東伊豆町では税率は
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違うというのが数年間は続きます。将来的には一本化しようという話にはなっているんです

けれども、結構難しい面もあります。医療の提供の関係や徴収率の関係などを含めた中で考

えていくとなかなか難しいところはあるもので、まずそこは目標なんですけれども、一応そ

ういうような今の状況になりますもので、あくまで賦課、徴収は全て町が、今ある滞納額に

つきましても当然町のほうで整理していくという形になっていきます。 

○８番（村木 脩君） だから、その課税のときも、国保の場合には療養費の予想から行くん

だろうけれども、それらはやはり東伊豆だけの療養費のあれかな、推計かな。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ちょっとかなり複雑な計算式なんですけれども、基本的

に、県に納付金額で納めるのが療養費イコールということにはなるんですけれども、その算

出の大もとは、やはりうちの町の医療費、療養費がどれだけかかっているというのが基礎に

なり、それに国、県からお金が入ったり、年齢の階層の差とか所得の差、市町間の所得の差

とかを県のほうが勘案した中で調整をして、最終的な納付額を決めるということになるので、

東伊豆町の医療費が大もとの国の計算のもとにあるというのは、確かにそのとおりでござい

ます。 

○８番（村木 脩君） その大もとはこの決算なのか、過去何年なのかということはわからな

いですか。平均所得の…… 

○健康づくり課参事（村上則将君） 今現在、第３回試算、山田委員からの質問にもありまし

たけれども、７月末の状況で現在試算をしておりますので、多分その７月末の数字が来年度

予算の基礎になるかと思います。 

  それから27、28との伸び率等を勘案した中で、県のほうは最終的に県も予算を組まなけれ

ばならないので、その県の予算を組んでいくことになると思いますので、３カ年、この決算

は当然乗っかってくる形になりますが。 

○８番（村木 脩君） ちょっと決算とはずれてしまうけれども、パイが大きくなって、どう

だろう、この町村の負担というのは。毎日新聞なんかで見ると、30団体ぐらいは上がるだろ

うという予測なんだけれども。上がるな。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 上がると予想、ちょっとまだはっきり言えないんですけ

れども…… 

○委員長（栗原京子君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時０５分 
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再開 午前１０時１４分 

 

○委員長（栗原京子君） それでは休憩を閉じ、再開します。 

  ほかに質疑ありますか。 

○１４番（山田直志君） じゃ、いいですか、すみません。 

  被保険者のやっぱり数というのは、今の年齢構成から考えていくと、特に後期高齢者への

移行という形で、今後はやっぱりある程度は減少するという傾向で見ていていいのかなとい

うことと。 

  ２つ目は、さっきの国保加入者世帯の状況で、やっぱり軽減世帯の割合と限度額世帯の割

合というのが、やっぱりうちの町はちょっと特徴があると思うので、その状況と。 

  あと３点目に、先ほど村木さんも言われたように、その納税者とやっぱりコミュニケーシ

ョンというのか、やっぱりかなり重視してきたところで、それが手かせ足かせだというか、

生ぬるいという考え方でいいなのかよくわからないんだけれども、ただ、事務的な対応だけ

に走ると、やっぱり町というものがどんどん、町への帰属意識とかいうものというのは、ど

んどん薄れていくのではないのかなというね。 

  今までは、みんながそうではないよ、一緒にやっぱり住んでいる町だからさ、というよう

なことだったのではないかなと。それが事務的に全てやっていくことで町との距離が出てこ

ないかなというような、ちょっとその考え方は全ていいなのかなという、ちょっと話を聞い

ていて私は疑問を感じています。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 被保険者数なんですけれども、決算資料でも見ていただ

ければわかるかと思いますが、28年度も後期高齢者への加入は210人という形で、当然この

先も後期高齢者への移行は増えていって、当然、国保のほうは被保険者数は減少していくと

いう形になろうかと思います。 

  それから、軽減の割合については係長のほうで答えてもらいますけれども、そのコミュニ

ケーションという話になりますと、事務的、確かに事務的なのかもしれませんが、本来のこ

とを考えるといたし方ないのかなというのは思います。ここについてはちょっと……はい。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 軽減世帯なんですけれども、平成28年度は

1,544世帯で、平成27年度と比べますと53世帯減少という形になっております。 

  すみません、限度額世帯につきましては、また後で報告させていただきます。 
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○８番（村木 脩君） 今、軽減世帯がかなり多いんだけれども、その国保そのものでも仮の

申告とかとったりしますか。転入者とかやるの、所得照会するの。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 転入者に関しましては、所得照会を今、紙でか

けておりまして、もう少しするとマイナンバーの関係で、紙ベースではなくてとれるように

なっていきます。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 簡易申告ですけれども、国保のほうでの簡易申告は、今

もちゃんとこれまでどおり受付はしております。所得がない方についてはゼロ申告。 

  基本的には税務課のほうにいってやってもらう形はとっているんですけれども、国保とし

ての簡易申告はございます。 

○８番（村木 脩君） でも、税務課のほうでは、１月１日に住んでいないとやれないのでは

ないの。だから簡易申告で途中転入者は国保のほうでとっているというやり方ではないの。 

  それと、マイナンバーというのは12月に完全実施というものと、役場の職員なんかももう

マイナンバーのカードはみんな持っているの、何パーセントぐらいで。 

○健康づくり課参事（村上則将君） すみません、転入者の話ではなくて、先ほどの申しわけ

ありません、転入者ということでなく、もともと在住の方が未申告のときに、それのときに

税務課へという話で、申しわけありません、転入者の話とは自分のほうが間違っていました。 

  所得照会、そのマイナンバーなんですけれども、多分持っている方は少ないのではないか

なと思いますが。所得照会が今までずっと紙で、前住所地に依頼して時間かかって届いたん

ですけれども、このマイナンバーの制度によって前年度前住所地の所得のほうが照会システ

ムの中で照会できるもので、すぐに反映できるというメリットはありますけれども、まだす

ぐにはまだ始まらない、１年延びた……たしか来年度に延びたと思います。だから今までど

おりのやり方で変わらないです。 

○８番（村木 脩君） そのマイナンバーも12月で完全実施なんて言ったけれども、多分でき

ないだろうと思うんだけれども、その役場の中でその取り扱いについてはどうしているのか。

これは国保だけの問題ではないんだけれども、あれ１つで全てがわかってくるわけだから、

あれのプライバシーの管理というのは相当な精力をつがないと。国保だけではないよ、それ

は役場全体で町で考えることなんだろうけれども、そういうのについて何か動いているんで

すか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 一応マイナンバーが始まって、通知書カードが

送られた時点で、書式申請書等にはマイナンバーを記入する欄が設けられまして、必ずマイ
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ナンバーを書くような形になっておりますが、皆さんまだマイナンバーカードをつくってい

ないものですから、通知書カードでやっている方が多いような現状です。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） マイナンバーについては総務課の行政係の

ほうが所管しておりまして、各課への通達等は随時その中で行われておりまして、マイナン

バーを記載した申請等のものについては鍵のかかる書庫等に保管することというような通達

が行われております。 

○８番（村木 脩君） 話がずれていってしまったみたいで、マイナンバーはどうでもいいん

だけれども。 

  その鍵のかかる書庫なり何なりというのは各課はないのか、現実的に。そうではないの。

その係がどうのこうのと通達ではないんだよ。課長会議なら課長会議でどうしていくかとい

うことを検討しないと。各課共通の話なんだけれども、これが今度大ごとになっていくんだ

からさ。住民票なんかより大きな問題だと。戸籍だってあんな金庫に入れているんだから、

だからそれは役場全体の考えのもとで。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 一応、総務課からの通達でそのような形になっていまし

て、一応書庫、あの奥に、村木さんはわかると思いますけれども、書庫はオーケーだと。あ

とはそれぞれのフロア、それぞれの個人の机も鍵がかかるところ、あとは、例えば介護保険

のところだと壁側の方に引き出し式の、それは鍵がかかるのでそういうところに保管しよう

というような形で。一応うちの課ではそのような形で鍵がかかるところでという対応をして

おります。 

  どうしても、今マイナンバーについてが、保険部門、福祉部門、税務部門というのが先行

という形になっておりますので、申請するにもそこの３課がマイナンバーを記載するという

のが多いという形になっていると思います。 

○委員長（栗原京子君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） 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。 

  ここで暫時休憩します。 

  35分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２６分 
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再開 午前１０時３５分 

 

○委員長（栗原京子君） 休憩を閉じ、再開します。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 先ほどの差押の件数ですけれども、129件が協

議会が行った差押で、町独自で行った差押が22件で、トータルで151件になります。 

  それと、あと限度額を超えている世帯につきまして、医療分が45世帯、後期支援分が73世

帯、介護分が27世帯となっております。 

○健康づくり課参事（村上則将君） それから、８番委員の村木委員から、30年度以降、税の

ほうがどうなるのかというような御質問がありましたけれども、まだ第３回目の試算が示さ

れていない状況ですもので、それが示されました段階で町としても試算を行いまして、なる

べく早い時期に文教並びに議員の皆さん、また町民の皆さんに周知させていただきたいと考

えております。 

  以上です。 

○委員長（栗原京子君） 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） 療養給付費の関係で、全般的にこの間のあれで高齢者が増えていく

と、いわゆる診療科目というのは、例えば整形とかいろんな形が増えてくるということころ

があると思うんだけれども、金額ベースで疾病ごとの状況なんかがどういうふうに特徴が出

てきているのか、何かその辺、把握できているところがあればお伺いしたいと思います。 

  ２点目は、成果表でも１人当たりの療養費の費用状況が出ていますけれども、実態として

いわゆる県下で町の今この状況というのはどういう状況にあるのか。そこの辺を最初に教え

てください。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 疾病状況別の構成の割合についてですけれども、

平成28年ですが、入院につきましては、１番が新生物、２番が精神及び行動の障害、３番が

循環器系の疾患となっております。入院外につきましては、１番が循環器系の疾患、２番が

内分泌の疾患、糖尿病等になっています。第３が尿路性器の腎不全等になります。総合でい

きますと、慢性腎不全が１番で、２番が糖尿病、第３が高血圧症となっております。疾病別

の構成割合の順位としてはそのような形となっております。 

  １人当たりの療養費につきましてですけれども、平成29年６月２日に県より28年度の速報
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値として来ております数字が、県内で35市町中30位となっております。金額につきましては、

１人当たりの診療費ですけれども、32万2,247円で、市町の平均が33万1,908円となっており

ます。 

○１４番（山田直志君） そうするとこれ、疾病ごとという問題で見ると、全般的にがんとか

糖尿病という、今まで従来ずっとうちの町でも上位だったというふうに思うんだけれども。 

  ただ、今ちょっとこう出てきた精神疾患なんかの部分が伸びてきているのかな。今までそ

こはそんなに出てきたのかなとちょっと記憶がないんだけれども。 

  あと、やっぱり全般的な問題でいうと、相変わらずやっぱり人工透析ですかね、腎不全の

関係でいうと。腎不全が、そこが多いというのは当然糖尿病が多いから、糖尿病からそこへ

いくということだし、疾病的に言えば、高血圧とかということが当然循環器へ流れていくと

いうことなんだけれども、当然それぞれの対策とかいろいろな問題があろうかと思うんです

けれども、その辺はどうですか、対策その他は。 

  それと、医療費が低いというのは、ちょっとあれですよね、通常県の言い方からすると、

医療環境が余り整っていないという。この間の国や県の言い方でいうと、医療費が少ないと

いうのは健康だという部分と、一方でいうと医療環境が余りよくないという見方がとれるわ

けだよね、その部分は。整っているところは整っている病院へ行くわけだから、当然医療費

がかかってしまうんだけれども、整っている病院がないから医療費少ないという、両面の見

方ができると思うんだけれども、その辺はどうなんですか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 医療費が伸びてきている人工透析や糖尿病、高血圧

が伸びてきていることに対する対策についてですが、国民健康保険加入者に実施している特

定健診、保健指導のほうを引き続き受診率の向上と、あと保健指導の実施率を上げるよう引

き続き努力していきたいということに加え、今、糖尿病等に対する重症化予防の対策を実施

するべく賀茂圏域で共同でできないかというのを今、検討中で、より効果的に実績に反映で

きるように検討している最中です。 

  また、入院においての精神及び行動の障害、精神疾患の患者さんが多いのではないかとい

うところですが、今、入院については早期退院に向けての働きは全国的な動きがあるんです

が、この地域ですと退院をしても社会資源が少ないという中で、なかなか退院に結びつかな

いというようなケースが多いというふうな現状にあります。 

  また今、日ごろの保健活動の中でも精神的な疾患を持っている方が相談件数や訪問件数が

増えてきている中で、比較的早期に入院をして医療を受けるという方が増えてきているので
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はないかなというような印象は持っております。 

  以上です。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 医療環境資源というところですけれども、確かに県下で

も下の、医療費がかかっていないというのは、資源、かかる病院が少ないというところはあ

るのかなとは思うんですけれども、ちょっとその辺の分析というものはできていないもので。

ただ、要因はあるのではないのかと思います。 

○１４番（山田直志君） 今の状況で、まず糖尿病なんかも重症化対策というのはこれは本当

に大事で、恐らく賀茂郡全般、確かにそうだよね。確か高血圧だとか糖尿病だとかというの

は、伊豆半島の中でもこの賀茂郡がやっぱり特徴的な病気、地域的に持った病気だと思うの

で、そのやつをもっと今後対策を強めるということは、これはいいことだなというふうに思

っています。 

  ２つ目の、精神疾患の問題なんだけれども、やっぱり今メンタルヘルスだとかストレスチ

ェックをしていくとかいうのが、今やっぱり何というの、保健活動全般の中でも今までなか

ったんだけれども、今までいわゆるがん検診とかそういうもので、その特定健診なんかでや

っていくというのはがんだとか生活習慣病ということだったんだけれども、今、企業を含め

て全体を見たら、このメンタルヘルスの部分というのがやっぱりうんと出てきて、今後やっ

ぱりこの辺が増加をしていくという部分でいうと、今言われたように、異常に医療機関の中

でもいわゆる普通の医療機関よりも圧倒的に精神病院が２つ大きい病院を抱えているという

のはある面いい意味でもあり、逆にさっき言われたような点だと、社会資源が足りないと。 

  何というのかな、いわゆる精神の作業所みたいなものであったりとか、東京だとナイトホ

スピタルみたいな形で、昼間一般就労しながら夜は医療ケアを受けて働くだとか、いろんな

形態の精神の施設があるんだけれども、やっぱりこれが、こういう施設がないわけなので、

これはもう本当にこれはうちだけの町だけでできないとは思うんで、県や賀茂の市町全般の

中でそういう社会資源をこれからどうつくっていくのかということは、今後のやっぱり課題

になっていくし、そういうことをしないとずっと社会的入院のまま放置されていく、言わば

ほとんど放置というか治療されているというかそういう状況が固定してくると、やっぱりこ

こはもっと医療費かかってくるので、そこは１つやっぱり今後の課題かなというふうに感じ

ました。 

○委員長（栗原京子君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（村木 脩君） この生活習慣病のあれだけれども、何と言うんだろう、糖尿病なんか
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の場合には遺伝関係も多いではないですか。そういうものは、最初からその次の代まで追い

かけたりするんですか、今。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 一応、家族単位で保健指導をさせていただくという

中では、御両親の疾病歴をお伺いして、遺伝の傾向もありますので十分若いうちから気をつ

けましょうというような内容での指導はさせていただいております。 

○８番（村木 脩君） その具体的な指導はしないのですか、若いうちから。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 検診を受けていただいた場合においては、その結果

に基づいて食事内容や運動指導は行っておりますし、定期的な検査をお勧めはしています。 

○８番（村木 脩君） 長野県なんかは昔から県で減塩させるという方向で、そういうことで

何か１つプロジェクトみたいに立ち上げて、それで大きく、何て言うんだろう、町全体に広

げていくような事業というのはないんですか。 

  やっていることはわかるんだけれどもさ、わかるんだけれども、何かこうＰＲというかア

ピール度が何か。それぞれみんな保健士さん回ったりして動いているのはわかるよ、わかる

けれども、何かこう、もったいないなという気がするんだけれども。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） そうですね、今後、その重症化予防対策の一環で、

町民の皆様にもわかりやすいような、誰でも目にとめていただけるような活動の仕方につい

ては、また今後検討していきたいと思いますので、また御意見いただきたいと思います。 

○８番（村木 脩君） ぜひ、お願いします。もったいないので。 

○委員長（栗原京子君） ほかに質疑ありませんか。 

○７番（飯田桂司君） 私、決算のほうの成果表のほうでちょっと聞きたいことがあるんです

けれども、以前、保健センターのほうでちょっと説明があったことの中で、子供の大変虫歯

が、幼児の虫歯が多いということで、この80ページも歯周疾患検診ということで年齢別にこ

れ載っていますけれども、今ちょっと聞きたいのは、幼少中、子供たちの若い、成人になる

前の子供たちの関係で、歯の関係のことはあれですか、これは担当かな、ここで進むのはま

ずいかな、成人ではない対象は、ここには載っていないですけれども。 

○１４番（山田直志君） 歯科治療費は出るだから。 

○７番（飯田桂司君） ただ、県下でもトップクラスだということで、必ずこの子供たちが成

人してくる関係で。この報告があった関係ね、学校サイドのほうでは説明をしているようで

すけれども、そういうことはどうですか、状況をちょっと説明をしていただきたいなと思い

ます。県下でも何かトップクラスだという、35市町の中でも東伊豆町が、そういうことをち
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ょっとお聞きしたことが。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 歯科診療費の面で、歯科対策は重要な事業だと思い

ます。 

  確かに今、乳幼児と小学校６年生、中学校３年生の虫歯の保有率が県下でもワーストクラ

スに入るという実情の中で、学校の養護教諭とあと歯科医師との話し合いを頻繁に持ちまし

て、対策を立てることを今している最中なんですけれども。 

  今、具体的には、乳歯から永久歯にかわる前の５歳児の歯科検診を29年度予算を上げまし

て、12月ごろに対象のお子さんの家庭に通知をして歯科検診を受けていただいて、その後予

防的に歯科受診につながるような対策を今後検討していきたいというふうには考えておりま

す。 

  また、歯科対策については、乳幼児だけではなく成人の歯周疾患も関係してきますので、

成人に対しては歯周疾患検診を、対象年齢が決められてはいますけれども無料で受けられる

ような検診を進めておりまして、そこから定期的な検診へと、個人で行ってもらえるように

対策を進めていきたいというふうには考えております。 

  以上です。 

○７番（飯田桂司君） はい、了解しました。 

○８番（村木 脩君） 今、出産一時金でしたか１人もらうと幾らでしたかね、100万ぐらい

出るんでしたっけ。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） １件45万。 

○８番（村木 脩君） それ、国保の分ですか、それに何か町で足していないかな。 

  何か余り効果が上がっていないのではないかという気もするんだけれども。35人ですか、

もらったもの。それもらうとどこかの町へ転出するのではないのかな。そんなのあったよね、

100万ぐらいな。 

○健康づくり課参事（村上則将君） じゃ、出産一時金ですけれども、今、係長の説明があっ

たとおり、国保のほうでの一時金は42万円で９人というような実績になっておりますけれど

も、その町のほうからの福祉のほうの一時金は、福祉のほうになるんですけれども、第１子

で支給額が５万円、第２子が10万円、第３子が20万円、第４子以降30万円が子宝祝い金とい

う形で支給されております。トータル33件という実績になっております。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） 自殺する人は結構いますか。割かしこの、うちのほうは自殺率が高い
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んだとか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 成果説明のほうにも挙げさせていただいてあります

が、成果説明のほうでは比較をする関係で、人口10万人当たりの自殺死亡率という形の数字

で、27年が52.8、平成28年は15.35で、すみません、ちょっとすぐに実数が出てこないんで

すが、27、28では減少したという状況にはなっております。ちょっと実数がすぐに出ません。 

○８番（村木 脩君） 割かしニュースにならないんだけれども、いるんだよな。だって静岡

県はその自殺の相談だとかそんなこともやっているんだけれども。公表しない部分が結構あ

るんだけれども、前、クロカンで亡くなっていた人だとか、そんなのも隠そうとするやっぱ

りイメージがあるんだろうから、町に。 

  どうもいろいろ話を聞いたら、亡くなった死因の中にはそんな人がというような気がする

んだけれども、そういうものに対しては、さっき山田委員が言ったように、心のケアとかそ

ういうものが必要なんだろうと。実数がつかめないというのは心の病気というのは。役場の

中にも何人かいるような感じがするんだけれども、そういうのも総務課のほうで対応するん

だろうけれども。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） すみません、戻れば実数は調べられますので、後ほ

ど。 

○８番（村木 脩君） そうすると、またその対応を考えなければならないからさ。 

○１４番（山田直志君） 14番だから２人ぐらいかな、１万2,000人だから２人ぐらいだよ。

その前はだから７人ぐらいかな、比率で計算すると。 

○８番（村木 脩君） 表に出てこない数字じゃない、余り。 

○委員長（栗原京子君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第38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（栗原京子君） 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38号 平成28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
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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（栗原京子君） 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（山田直志君） やっぱり精神疾患の関係については、先ほどあったように、現状こ

の地域では入院という選択肢しかない。今はたしか精神衛生基本法とかで、やっぱり精神の

部分も施設から地域へというようなことも言われている中なので、町だけでは当然できない

と思うんですけれども、やっぱり少なくとも賀茂医療圏とか全体の問題として精神疾患に対

する施設を充実させていくということは課題ではないかなと。 

  ４款の自殺の関係でも、たしか南だとかやっぱり賀茂郡全般も高いので、特にこれからメ

ンタルヘルスということでそういう患者も増えてくるということも考えられるわけなので、

ここはやっぱり必要な部分ではないかなと、私は決算を通じて感じました。 

○委員長（栗原京子君） 国保ではない……国保会計。 

○１４番（山田直志君） 国保だけど、精神疾患で医療費出ているだろうと。 

○８番（村木 脩君） 精神衛生法を扱っているところだもんな、国保ではないな。福祉のほ

うではないのかな。 

○１４番（山田直志君） それじゃ、精神関係の療養費が出ている…… 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 社会施設の充実を図って、医療費の低減を図るというとこ

ろですね。 

○１４番（山田直志君） そうそう。それはもうしっかりとそういうことは一般会計でやって

くれていると思うけれども、忘れていると困るから言っているだよ。 

○委員長（栗原京子君） ほかに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（栗原京子君） ただいまの意見を報告書に意見として付することに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○委員長（栗原京子君） 異議なしと認めます。よって、委員会報告書に意見として付するこ

とに決しました。 

  次に、本委員会に付託されました議案第39号 平成28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。 

○１４番（山田直志君） すみません、後期高齢者の部分でいうと、税額のあれは出てくるん

だけれども、医療費の部分が成果表や何かに出てこないんだけれども、実際のところ医療費

負担なんかはどのくらいの金額で、県内どういう状況にあるのか、その点をお聞かせくださ

い。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 医療費の関係、疾病状況の関係ですけれども、実は昨年

度の決算認定の中での要望の中に、成果説明の中で盛り込んでほしいというような形で要望

が示されておるんですけれども、ちょっとそれがデータとして出せるかどうかというのを確

認しまして、広域連合からのデータの中に医療費データがあったんですけれども、６月分の

１カ月分の状況になっています。 

  それは後ほど係長のほうから説明させますけれども、その１カ月の状況になっていまして、

それが数字として出てくるのが７月にならないと出てこなくて、この資料をつくるのに実際

に間に合わない状況で、この資料に載せるのには２年前のそれも６月の状況ということにな

ったもので、ちょっと今回載せてはいないんですけれども。 

  これを載せて……ちょっと載せるのにはデータ的にはちょっと、年間を通した決算だと何

だかなというのがありますもので、資料にはすみません、要望事項としてはありましたけれ

ども、載せてはいないです。 

  内容につきましては、今、係長のほうから説明をさせていただきます。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 参事より話がありましたけれども、広域連合か

ら来るデータが平成29年の６月処理分ということで、病類別疾病統計表という形で作成が７

月18日ということで、内容につきましては入院、入院外合わせて男女で。 

  それで、その他の感染症及び寄生虫症という分類の金額は、トータルで金額で言いますと

163万2,240円となっております。続きまして、良性新生物及びその他新生物ですけれども、

金額が1,347万140円、その他の血液造血器及び疾患並びに免疫機構の障害という形で98万

5,540円、その他内分泌栄養及び代謝疾患で1,219万5,170円、その他の精神及び行動の障害
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ということで700万460円、その他の神経系の疾患ということで410万8,690円、その他の眼科

及び付属器の疾患ということで664万90円、その他の耳の疾患ということで24万550円、その

他の循環器系の疾患で3,748万1,320円、その他の呼吸器系の疾患で440万1,270円、その他の

消化器系の疾患で1,477万380円、その他の皮膚及び皮下組織の疾患ということで42万9,460

円、その他の筋骨系及び結合組織の疾患ということで1,706万9,250円、乳房及びその他の女

性生殖器の疾患ということで596万2,060円、その他の先天奇形変形及び組織体異常というこ

とで４万6,290円、症状及び異常炎症所見、異常検査所見でほかに分類されないものが135万

7,380円、その他の損傷及びその他の外因の影響ということで824万1,390円となっておりま

す。 

○１４番（山田直志君） これ、６月ということでいくと、冬場インフルエンザとかそういう

病気にかかる時期とは違うので、医療費の動向がつかみにくい部分があるかなと思うんです

けれども、ただ、こういうやつはあれですか、補佐なんかのほうも後期高齢者のこの疾病状

況というのはフィードバックされているんですか。 

  何かもう我々も行政の中でも、もう後期高齢者だから医療費を払っていればいいという感

覚に陥りやすいところがあるわけだけれども、ただやっぱりこれも町の負担も当然あるわけ

だけれども、こういう疾病状況というか高齢者の健康状況というのも一定保健業務のほうで

はこのデータを含めてしっかり把握した中で、いろいろ健康づくり全般の取り組みが進めら

れているかどうかというところは、ちょっと確認で、はい。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 後期高齢の医療の状況については、保健センターの

ほうではちょっと把握がなかなかしにくい状況にありますが、日ごろの老人会、数は今少な

くなってしまいましたが老人会での健康相談や、あといきいきサロンでもお年寄りにかかわ

ることが多いのでその中での相談内容で、いろいろな保健事業については閉じこもり予防も

含め介護係と連携して対策はしていますが、医療費の分析についてはちょっと弱い部分があ

りましたので、また今後は国保のほうと連携をとって情報を取り入れていきたいと思います。 

○１４番（山田直志君） いずれにしても、広域連合でやっているからというところがあるん

だけれども、やっぱりフィードバックさせないといけない部分があると思うので、やっぱり

それは町として広域連合のほうに要望していくべきだと思うんだよ。 

  ましてうちの町はこれから後期高齢者のところが増えてくるわけだから、当然それに対す

る対策を考えなければ、やっぱり医療費自体が増加をしていくし、この医療費の負担が町も

町民の皆さんも多くなってくるということになるので。 
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  やっぱりシステムの問題であるならば、それは決算に間に合う間に合わないということで

あれば、間に合わなかったとしてもできるだけ疾病状況だとかそういうものをやっぱりまと

めて、市町に還元するような仕組みというものをしっかり確立させるよう、要望していただ

きたいなと思います。 

○健康づくり課参事（村上則将君） また広域連合のほうには、今後、機会がある際にお話し

させていただいて、検討対策させていただきたいなと思います。 

  先ほどの疾病別の関係ですけれども、６月処理分ということですけれども、１カ月の合計

が１億4,302万6,850円という金額になりまして、合計が。単純にこれを12カ月ということに

すると17億1,800万くらいな金額にはなります。そのまま12カ月の勘定にはならないかとは

思いますが、おおむねそのような推計の数値になります。 

  以上です。 

○委員長（栗原京子君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（村木 脩君） アスド会館の利用の中で、後期高齢者なんてどれぐらいいるか分類し

ている、していない。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） 75歳以上の方はアスド会館、無料で使

えるんですけれども、今ちょっとそこまでの資料はありません。戻ればパソコンの中から拾

い出すことはできますので、ちょっとまた後日、後でちょっとデータを出させてください。 

○８番（村木 脩君） このアスド会館のこのいろいろな事業を見ていくと、非常にいいなと

いう気がするんだよ。ほかの町村では余りやっていないやつがまとまったところでね。これ

を１つに県が振り向いたり国が振り向いたりする方向を育てていけば、そういう事業になっ

てくるんだろうという気はする。 

  そういう中で、この人たち一生懸命、泳いでいる人たち多いではないですか、年寄りでも。

そういう中で、いろんな分野であそこでマスターズの大会を開いてやるとか、敬老会であん

なところ座ってやる時代でもないんだけれども、やるならあそこで総合大会でもやっていれ

ばいいんだよ。そういうことも、やはり自分たちがやっている仕事として外へアピールしな

いと。ちょっとアピール力が足りないんだよな。 

  そうすると、県が振り向いたり国が振り向いたり、そういうところに町村がこれだけ頑張

っているんだから県も応援するとか、そんなものが中には出てくるんだよ。だから、こうい

う事業というのは見ていていいなと、俺らも行きたいけど泳げないと恥ずかしいから行かな

いけれども、結構通っている人は通っているよな。バス待っている人を見ると。 
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  そのかわり、広がりがないんだな、いつも同じ人で。あの広がりを今後どうやっていくか、

ここが１つの課題だろうという気がするんだけれども、その点についてもう少しアピールを

してもらいたい。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） 確かに利用者を見ていますと、固定客、

圧倒的におります。新規のお客さん、確かに来ます。来るんですけれども、すぐ来なくなっ

てしまう。多分、運動しなければいけないという意識は皆さん持っていると思うんですけれ

ども、始めてもやめてしまう、来なくなってしまう。 

  または、ちょっと病気を抱えたりすると、もうプールとめられるとか。ここ最近も毎日来

ていた高齢者の方、血圧が200行ってしまったと。それで医師からとめられて来られなくな

ってしまった。普通のウォーキングとかはオーケーだけれども、プールはだめで。 

  やはり高齢者だと逆にプールがリスクになってしまっているケースもありますので、ちょ

っとそこが難しい。ＰＲは必要だとは思うんですけれども、ちゃんと自分の体を把握してい

ない方が来られると危険も伴うという、そういうことまで全て含めてＰＲしていかないとい

けないかなとは感じております。 

○８番（村木 脩君） 最初モデルにしたのは茨城県の大洋の何とかという、ああいうところ

は医師がいたりいろんなこともある。うちの町は医師を当初は入れようかなんていう話だっ

たんだけれども、それがなくなったから。そういう中で、やはりどういうふうにそれらを今

後広げていくかというのは、ともかくこの団塊の世代の年寄りを何とか始末してもらうには、

みんな頑張らなければいけないんだよと。余り長くいられても迷惑かなというふうに思うん

だけれども。 

  まあ、ここが１つの日本にとっても大きな山さ。戦後の飯のないころによくこんなに生ま

れたななんていうくらい生まれて、そこをやはり乗り切るまで、そういう人が長生きさせて

やれるような施策をやっぱり町も考えなければいけない時期だろうという気がする。それに

は、やはり利用率を上げたり、そういうＰＲ、アピール、これをしてもらいたい。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） 村木委員のおっしゃるとおりだと思い

ます。 

  また、アスド会館に関しましては、やはり遠い、車がないという方が来にくいという面が

あります。 

  今年度より奈良本地区で出前の健康教室をお試しで始めました。それも好評でして、当初

予定した人数よりも現在申し込みが多く、五、六名多く参加しております。それで、アンケ
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ートとかをとりましてデータをとって、それを今後、各地域へ持っていくような形にして、

なるべく今後は来てもらうというよりこちらから出かけて、身近な公民館とかを使った健康

体操のほうへ切りかえていく時代が来たかなというふうには感じております。 

○８番（村木 脩君） 出前もいいけれども、余りシセイする量が少なくなると、また売るだ

売らないだ余計な話になってくる可能性があるから、その辺はバランスをとってやっていっ

たほうがいいなという気がする。あの人にとっては金のかかるところなんだから、町長さん

にとっては。 

○健康づくり課長補佐兼健康増進係長（横山 昇君） 今のやっているプールの教室なんかも、

評判は確かにいいです。ですけれども、実際、高齢化になってきて来られないという方もい

るという現実もありますので、うまくこれバランスをとってやれるような方向を考えていき

たいと思います。 

○１４番（山田直志君） カーブスだな。 

○８番（村木 脩君） だからそういう軽い体操でもいいんだけどさ。 

○委員長（栗原京子君） ちょっと休憩。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２３分 

 

再開 午前１１時２８分 

 

○委員長（栗原京子君） 休憩を閉じ、再開します。 

  ほかに質疑のほうはありませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） 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。 
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  これより議案第39号 平成28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（栗原京子君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに

決しました。 

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

ましたら、委員会の総意として委員長報告書に意見を付したいと思います。 

  要望事項や希望意見はありませんか。 

（「意見で出ているから、いい」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） いいですか。なしと認めます。 

  次に、本委員会に付託されました議案第40号 平成28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。 

○８番（村木 脩君） 介護のほうで、現年度分の保険料は97.7ぐらいの徴収率で、特別徴収

が多いかあれなんだけれども、それがそっくりそのまま普通徴収のほうの人たちのやつが介

護繰り越し分として含めてきているんだろうという気がするんだけれども、この人たちが今

度は一気に徴収率が8.9％とか、10％もいかないような数字になると思うんだよ。現実的に

この人たちから今後もらえるのかな。もらえないような気がして、先もないし、余り。生保

になってくれればいいんだろうけれども、そういう人もそうはいかないし。 

  割かし真面目な人たちがここいらには入っていると思うんだ、高齢者に。そういう人たち

が、国民年金ではちょっと払えないとか、その辺の対策は、不納欠損なんかはやってもいい

んだよな、そんな理由で、もらえない。そういうところの使い分けをどういうふうに考えて

いるのか。 

○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、普通徴収の対象者とい

うのは、年金が年間で18万円以下か、65歳到達したばかりで特別徴収に移るまでの間の人た

ちというのがほぼ、あとは転入とかした最初の半年とか１年大丈夫といったような方になる

ものですから、そもそもが65歳対象者の方については収納の可能性はあるんですけれども、
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それ以外の方については要は所得の低い方という形になって、年齢も高齢になれば働く場所

がないということを考えると、正直なかなか徴収することは厳しい。要は制度上難しい部分

がある方だと思います。 

  そういった方々というのは、当然なかなか介護保険料まで手が回らないで、国保とかほか

の税金を納めた後に最後に介護保険というような形になってしまうもので、年数がたてば当

然不納欠損増えるような形になってしまいますので、今後増える可能性は十分にあると思い

ます。 

  ただ、現場の感覚として、だんだんその世代の方たちが厚生年金をもらう方たちがどんど

ん65に移ってきていて、国民年金の人たちが減ってきていく、要は特別徴収になる方たちが

比較的増えてはきているものですから、そうするとその部分での普通徴収の部分は少しずつ

は下がっていくのではないかというようなという予想はしています。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） その65に移ってというのは、定年延長とかその社会保険の継続の年数

の延期だとか、そういうことでもできるのか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 今までは、要は１次産業、農業、漁業とか

職人さんという人たちが国民年金だけだったというような世代の人たちなんですけれども、

だんだん会社勤めの方が団塊の世代の方たちもそうなんですけれども多くて、そういう人た

ちは厚生年金をもらっている人たちが多いので、その所得構造が変わってきたといいますか、

そういった形でその特徴になる方が少しずつ増えているのではないかというような形で、な

もんで普通徴収は少しずつ減っているのかなというところを感じているところです。 

  以上です。 

○８番（村木 脩君） じゃ、その辺の年齢層を見越してその減り方を見て、なるべく高齢者

でもうもらえないなというような人のやつは耳をつけて不納欠損のほうへ回していって、頭

を下げる方法で調整しないと、多分もう80幾つにもなって90近くになったってもうもらえな

いよな、それは実際に。だから、そういうところも１件１件精査して、その生活実態まで見

て、やはり少しこの数字も減らしていったほうがいいのかなという気はします。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 今、村木議員さんのおっしゃられたとおり、

監査委員さんからも不納欠損については適正に処理をするようにというようなことを指摘さ

れておりますので、その辺は法にのっとった形で履行をしていきたいと思っています。 

  ただ、納めなかった方について、いざ介護サービス認定を受けるときにそれなりの制限が
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かかることもあるものですから、その辺は慎重に対応をしていかないと、いざ介護を受ける

ときになったら負担割合が上がってサービスが納められなくなって、じゃ、やめようかとい

うようなことにならないように、ちょっとその辺は気をつけながらやっていきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（栗原京子君） ほかに質疑ありませんか。 

○８番（村木 脩君） この第１号の被保険者の保険料で、補正で310万ぐらい下げたんだけ

れども、このときの理由は何だったのかな。歳入の一番頭で。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 年度当初の予算を算出するに当たりまして、

特別徴収は徴収率が100％と見込み、普通徴収につきましては、27年現年から28年滞繰に移

行する方は20％の収納率、それからそれ以前、もっと古いものについては６％程度の収納率

を見込んだんですけれども、12月補正のときに現実的な数字を、実際の収納状況等を見まし

て徴収率の数字を下げたというような形になります。 

○８番（村木 脩君） じゃ、見込みより低かったということですか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） やはり、当初予算で余り低く収納率を上げ

ることはなかなか、頑張ってそこまで持っていきたいなということでやったんですけれども、

実際はちょっとなかなか厳しい部分があって、現実の数字に合わせて予算を上げさせていた

だいたということです。 

  以上です。 

○委員長（栗原京子君） ほかにありませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（栗原京子君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって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。 

○１４番（山田直志君） まず最初２つぐらい聞きたいんですけれども、去年の介護保険の法

改正の関係があると思うんだけれども、今、現役世代に近い所得のある人というのは２割負

担というのがあるのではないですか。そうすると、うちの町の場合、対象はどの程度の方が

２割負担になっているのかというのが１点と。 

  もう１つは、成果表でも100ページに書いてある、この地域包括ケアというのか在宅医療
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連携の部分、医療と介護の包括的連携部分というのは現実的に今どんな感じで、28年度の場

合、取り組みがなされているのか。この辺について御説明お願いします。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 制度改正に伴います負担割合の改正で２割

負担になった方ということなんですけれども、すみません、ちょっと今手元に資料がないん

ですけれども、うる覚えでたしか30人から50人程度、そんなにはいらっしゃらなかったと思

います。正確な数字は後で報告させていただきたいと思います。 

  次の２点目の、在宅医療介護連携推進事業ということなんですけれども、こちらについて

は、これも制度改正で市町村が実施をしなさいということで始められたものなんですけれど

も、賀茂郡の場合ですと市町村が実施することになっていたんですけれども、なかなか財政

規模の小さいところなものですから、１市５町で広域でまとまって事業を行おうということ

で話がまとまりまして、昨年度から下田メディカルセンターさんに委託というような形で業

務をお願いしております。 

  内容といたしましては、医療と介護の他職種による研修会であったり、在宅医療センター

というのを下田メディカルセンターさんの中に設けていただいて、そこで専門職の相談を受

け付けていただいたり、あとは各市町において、一般町民向けの「みとりの講演会」であっ

たりとか研修等を業務の委託としてお願いしたところです。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） ２割というのは、ある程度収入がある人は２割だよねというふうに

ちょっと思っていたんだけれども、たまたま友達なんかに地域包括の所長をやったりしてい

るのがいていろいろ聞くと、都会のほうへ行くとこの２割の負担というのがかなり命とりで、

低所得者の１割よりも高額所得と言われても、まあ年金20万、25万、30万ぐらいの人が、実

際に今度２割負担になるとめちゃくちゃやっぱり負担が重くなって、そのところで生活立ち

往生するなんていうケースも出てきているよというような話を聞いたんだけれども、そうい

うような相談はないかどうかというのが１つと。 

  もう１つは、地域包括とか医療介護の連携問題でいうと、確か去年、医師会でいろいろソ

フトなんかを開発して、やっぱりあれ基本はレセプトとか介護のケアプランや何かがリンク

しないと、結局言葉の上での連携があっても無理なわけだよね。病院でお医者さんがその方

のいわば治療内容が把握できて、介護なりを受けている状況が全て把握できるとか、介護事

業所においてその人がどういうやっぱり治療、医療的なものを受けているのかというのが全

部わかるような形になっていくのかなと思っているんだけれども、これは去年の医師会の段
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階からいくと、今後はやっぱり当然個人の同意を得て、医療機関や介護機関なんかがそうい

う情報の共有化を進めるという取り組みが今後の課題として進んでいくのかなというふうに

思っているんですけれども。 

  まだまだ、今そのシステムがなかったということが今28年度の問題なのかなと思うんです

けれども、これからそういう方向になるということで見ているんですか。そうしないと、だ

って今後の問題がどこにこれ、この問題が行くのかがよくわからないんだよね。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） まず、その２割負担者の負担が重たいとい

うような話については、その相談はあるかということなんですけれども、対象者が少ない関

係もあって、実際にちょっとそういったお話は自分のところまでは聞いておりません。 

  また、国の説明なんですけれども、２割負担になったからといって丸々倍になるかという

と、そうではなくて、後々その高額介護医療費というので限度額を超えた分については償還

するよというような形もとられているものですから、丸々その負担が倍になるというような

ことではないという説明はあります。相談は特にはないということです。 

  ２点目の、在宅医療とのそのシステムの関係ですけれども、静岡県が進めているシステム

について医師会が進めているんですけれども、中西部のほうが先行しておりまして、賀茂郡

についても昨年度デモを、昨年度と今年度もうやっているような状況ですけれども、なかな

か参加機関が少ないというのが現状になっておりまして、やっぱりシステムなもんですから、

なるべくというかその全て介護事業所とか医療とかが一斉に加入していかないと、なかなか

うまく回っていかないのではないかなというのは、課題としてあります。 

  一応、その在宅医療介護支援センターのメディカルさんも、賀茂医師会と連携してそれを

なるべく推進していこうというような話で、説明会等を行っているんですけれども、この年

明けの１月から、今まで無料でやっていたんですけれども、各事業所毎月1,000円ずつ、１

ＩＤごとにとかというような形もありまして、使えないのに毎月1,000円お金だけ払うのと

いう、そういう費用面でも難しいところもあるもので、その辺をどうやって普及させていく

かというのが、今お願いしている下田メディカルさんの担当者と事務レベルでの話では、そ

ういうふうなことを相談しているところです。 

○１４番（山田直志君） その連携の問題でいうと、やっぱりシステムが入らないと十分な機

能はしないと。例えばそれは町で考えると、地域包括であったり保健センターなんかでも当

然入って、見られる状況なんかになっていくことが望ましいということはあると思うんだけ

れども。 
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  町が入れるだけだったらそんなに問題はないんだけれども、問題は、その小さい介護事業

者や何か、また診療所なんかまで含めて、どこまでかということなんだろうと思うんだけれ

ども、やっぱりそうすると、県なり町なりも一定支援も含めてやっていかないと、システム

が加入しているところが少なかったらやっぱり機能していかない部分があるし、実際、この

地域でいけば医療においても介護においても小さい事業所がそれなりの事業を担っている部

分があるので、やっぱりその辺はかなり検討課題なんではないのかなって。 

  大きい病院は、当然システム入れかえたりレセプトの電子化とかいろんな形の中で、自分

たちの中でそれは償却していくということは可能なんだけれども、小さいところには、ちょ

っとここが負担になってしまって、このシステム機能がやっぱり進んでいかないというのは、

今後、町だけではないと思うんだけれどもやっぱり全体の問題としていかないと、システム

が結局、伊豆半島ないし賀茂郡のところではほとんど機能しませんということになっていく

のではないかなと。 

  この辺は、やっぱり全般と一緒に、医療費の軽減だとか介護給付の軽減なり効果的な活用

という面からある面出てきている部分もあるので、事業所には非常に負担もあると思うんだ

けれどもね、運用上は。負担もあると思うけれども、できた制度なのでやっぱり上手に活用

していくしかない。特に保健なんかでは活用できるんだろうと思うんだけれどもね。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 山田委員のおっしゃるとおりです。 

  小さい診療所等、またパソコンも得手不得手というかそのレベルからのところもあります

し、そういったものの入力及び更新、これについてはレセプト等の絡みもあるものでお医者

さんの負担が増えるのではないのかということを、医療機関の事務の方は非常に懸念してい

るところです。ただでさえ今、業務忙しい中でなかなかそういうところまで、じゃ、誰がそ

ういうところを担っていくのかという部分を懸念しているところで。 

  あとは東伊豆町の場合ですと、医療圏域が賀茂だけではなく田方、駿東のほうまでまいり

ますので、そちらとの連携というのもうまくやっていかなければならない等々、いろいろ問

題が多いものですから、少しずつやっていくしかないかなというふうには思っております。 

  以上です。 

○委員長（栗原京子君） ほかに質疑ありませんか。 

○７番（飯田桂司君） １点だけちょっと。 

  今、山田議員からもちょっと出た関係、ちょっと私、今、気になっているのは、介護認定

の関係で役場のほうへ来られる認定者、前の方が来られて、窓口の対応で一般、要するに民
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間の介護施設を御案内をするのと、白田福祉センターにあるそういうものについてもこうい

うことがありますよということを御案内をしている中で、やはり民間に今移って、白田の福

祉センター、要は介護ケアマネとかそういうものの関係も含めた中で、やはり今民間を圧縮

してはいけないなということで、民間を優先にという感じなんて言っては失礼ですけれども、

認定者についてお話をしているのか。 

  それはすぐに認定にならないと思いますけれども、その認定の大体どのぐらいかかるのか、

認定について。１週間かかるのか１カ月かかるのか、大体どのぐらいで認定が下りてくるの

かそれを確認したいことと、窓口でどういう対応をしているのか、ちょっとその介護者にな

る前の、もうぐあいが悪くてみんな来ると思うんですけれども、その窓口対応はどういう対

応をしているのかちょっと聞きたいです。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） まず、窓口での対応につきましては、包括

支援センターの職員が総合相談ということで、御本人の体の状態だとかかかりつけの病院は

どこですかといったこと、それから要望、どういったものを利用したいのかというようなこ

とをお話を伺って、それを医療機関への受診を勧めるのか、福祉係のほうで認定を受けなく

てもその福祉サービスの利用で賄えるものなのか、あるいは介護申請を受けて介護サービス

を利用したほうがいいのかというようなことを、お話を聞きながらそれぞれのところへ進め

ていくというような形になります。 

  認定につきましては、基本的には申請を受けてから医療機関へ、主治医意見書というもの

を医療的な見解を書いてもらうもの、それから御本人のところに訪問して、国で決められて

いる認定調査の項目を、それぞれ身体の状況であったりとか認知の症状があるのかないのか、

それから10の質問項目をしまして、その調査を両方を機械システムに入力し、その１次判定

を出したものを審査会というものを月に３回程度実施しておりますのでその審査を経て、介

護認定が行われるというような形になります。 

  国はそれを30日以内に出すようにというようなことを基本としておりますが、現状、調査

等もろもろを入れて、あと審査会の日程が月に３回程度しかないものですからうまく日付が

合わないというと、勘案しますと実際は40日を超えるぐらいの日にちで申請から認定までの

日数としてはかかっているというようなところが現状です。 

  以上です。 

○７番（飯田桂司君） 今、説明でわかりました。 

  認定を受けるについてもちょっと患者さんに聞いてみると、病院でここの介護施設がいい
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よということで案内しているところもあると思うんですよ。かかりつけの病院から、窓口に

来る前に患者さんが病院で、こういう施設がどこどこにあるよ、ここがいいよということが

患者さんとして来た方に御案内しているところがあると思いますけれども。 

  それはそれでいいと思うんだけれども、やっぱり窓口のやはり健康づくりと対して白田の

福祉センターでもこういうことをやっているよと、そういうこともやはり窓口でも認定を受

ける前に、こういうことで白田の福祉センターもあるよということを、ぜひ窓口対応でして

いただきたいなと思うんですよ。 

  ただ民間に行きなさい行きなさいよということでなくて、やはり白田のこういう窓口があ

るよと、町もこういう健康づくりをしているよということもぜひうたっていただきたいなと

思います。その辺いかがですか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 各種保健事業、予防事業、保健センターを

初め、いきいきセンターやアスド会館でやっておりますので、認定を受ける前の健康な状態

のときになるべくそういうところを利用していただいて、健康な状態を保てるようにという

ような相談が来たときには勧めていきたいとは思っております。 

  その後、やむを得ずその状態が健康教室等々ではもう賄いきれないといいますか、といっ

た場合については、それぞれの介護サービスを利用したりとか福祉のほうのサービスを利用

するというようなことで、そちらを進めていくようにしてければというふうには思います。 

○７番（飯田桂司君） 了解。 

○１４番（山田直志君） ちょっといいですか。 

  介護予防事業の関係なんですけれども、引き続きすごい重要な事業になっていくと思うん

ですけれども、この辺の問題を含めて、今年度からやっている、ほら、何だっけ……ヘルス

のポイント、増えてきましたか。まだ何カ月かという状況の中で、その辺。それで参加者な

んかが増えてきている状況なんかがあるのか、ちょっとその辺を聞きたいなと思って。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 健康マイレージ事業の関係かなと思います。 

  介護の中で一次予防事業等で参加されている皆さんには全て御案内をさせていただいて、

参加をしていただいている状況で、その後どのように伸びているかという状況で参加者数全

体でいうと、マイレージの進捗状況については1,000枚当初台紙をつくりまして、配付を始

めてから常にそれはもうできる状態で、もう出てしまって増刷をさせていただいているとい

う状況ですね。 

  40ポイントがたまった時点で台紙が１枚終わるということですから、一次予防事業等に参
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加されている方については当然、教室がずっと年間を通して行われているということで、そ

の中では、既に３回目という方もおられるということで。事業の拡散についてはその他の事

業についてもまた行ってはいます。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 利用者が今まで全体の需要として固定している部分もあるので、や

っぱり思い切って何かそこで拡散しないと、せっかく今回の事業を始めてあれもないと思う

し。 

  それについては、例えば本当にこの介護保険でやっている部分なんかは、何かもう変な話

だけれども、通常は１ポイントのところをやっぱり２ポイントにしていく、やっぱり戦略的

に考えると、この65歳以上から74歳までの部分なんかをある面、特に参加してもらいたい部

分なんかは優遇していくし、またそれに向けて大々的にやっぱりやるというような、戦略的

にも何か考えていかないと。いわゆるさっきの後期高齢者、医療費の国保や後期高齢者の医

療費の問題、介護事業の問題とか、全般で力を入れていかなければならないんだけれども、

特段必要なのではないかなという気もしております。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） おっしゃるとおり、始めたいい事業ということで紹介をさ

せてもらっていますし、議会のほうにも御紹介をさせていただきまして進めている事業です。 

  今後、介護予防という観点にもう少し立ち返って、事業の拡散を図っていくように努力を

していきたいと思っています。 

○委員長（栗原京子君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） いいですか。質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第40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（栗原京子君） 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40号 平成28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。 
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（「異議なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） 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（栗原京子君） なしと認めます。 

  以上をもちまして、会議を終了いたします。 

  この際、１時までを休憩時間といたします。お疲れさまでした。 

 

休憩 午後 ０時０２分 

 

再開 午後 ０時５９分 

 

○委員長（栗原京子君） 休憩を閉じ、再開します。 

  それでは、水道事業会計を始めさせていただきます。 

  本委員会に付託されました議案第43号 平成28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。 

○１４番（山田直志君） 営業費用の関係ですけれども、今年度のあれでいうと減価償却なん

ですけれども１億6,300万からということになって、これは今年度の問題というよりはこれ

までの５次拡張計画の、３ページ、５拡の関係のものが計上されているというふうに見てい

ますけれども、これだけ給水収益の部分が落ち込んでくると、なかなか減価償却も大きな負

担になっているんですけれども、今後のこの減少、５拡のやっぱり償還、元利償還も含めて

なんだけれども、大体ある程度終わっていくというのが見通しなんかはどんなふうに見てお

りますか。 

○水道課長（石井尚徳君） ５次拡張の関係ですか。 
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○１４番（山田直志君） そう、基金とこの減価償却の合わせて。だから減価償却の関係。落

ちてこないですか、老朽化してきてあれすると……かなあと思っているんだけれども。 

○水道課長（石井尚徳君） ちょっと休憩してくれますか。 

○委員長（栗原京子君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時０２分 

 

再開 午後 １時０７分 

 

○委員長（栗原京子君） 休憩を閉じ、再開します。 

○水道課長（石井尚徳君） 結局、浄水場とかをなくしたりしなければ、毎年工事をやってい

ますものですから、減価償却費については極端に少なくなったりするということはちょっと

考えられないです。 

○１４番（山田直志君） わかりました。じゃ、減価償却はまた当然そういうことになってく

るということで。 

  そうすると今度、元利償還の部分では、さっき言った５拡の問題がやっぱり出てこようか

と思うんですけれども、この辺がどうなってくるのかな。今後の負担もここもかなり出てい

るところで、ただ１億から返済すると思うんですけれども、この辺の先行きについて。これ

平成33年までのやつはたしか出ていたのかな、それ以降も含めて見通しというものはどうな

るのか。 

  というのは、それがわからないと今後あれだよね、水道課として大きな事業は展開できな

いわけだよね。どんどん償却は増えるし、また新たな５拡でやってきた、今度は６拡と言う

かどうかわからないけれども水道事業を整備計画をやり始めると、またそっちのほうの費用

の増加も見込まれるので、その辺の問題を１つ聞いていきたいなと。 

  ２つ目に、４条の関係になると思うんですけれども、今言われたような水道管の改良工事

の関係がやっぱりこれからも非常に重要になっている部分としてあると思うんです。この間、

どうしても水源確保という部分にあったんだけれども、やっぱりずっと配管全体の中でも、

もう既に耐用年数等々切れた老朽化したものが70％ぐらいというような、たしか数字で記憶

しているんだけれども、多いというようなことで、この部分の改修も課題かなというふうに

思っているんだけれども。 
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  そうすると、やっぱりそうはいってもすぐにお金があるわけではないからできないわけで、

やっぱり自主防の拠点となるいわゆる公民館だとか病院だとか学校だとかいって、重点施設

周辺へ水を供給するという部分なんかの水道管の改修なんてものは、重点的に早目にやられ

ていく必要があるのではないかなと。確かに道路工事に対応しての整備という部分もあるん

だと思うんだけれども、やっぱりどうしても水を必要とする特にそういう施設を重点的にや

るような計画性が必要ではないかなと思うんだけれども、今の状況というのはいかかでしょ

うか。 

○水道課長（石井尚徳君） １点目の、企業債の償還金につきましては、平成28年度決算で償

還額と利息を合計した金額が１億1,382万4,372円ということで、それで28年度末の残高が10

億1,204万1,427円で、償還の最終年度は平成42年３月１日ということになっております。 

  それと、水道管の40年を超えた法定耐用年数を超過している管の比率なんですけれども、

28％から29％前後ではなかろうかと思っております。 

  そういった内容につきましては、今アセットマネジメントというものをやっておりまして、

これは平成30年度に水道ビジョン等をつくるんですけれども、その下ごしらえというか、水

道状況の結局管路状況ですとか施設の状況等につきまして詳細に調査をしまして、来年度の

水道ビジョンとか経営戦略のほうへ生かしていきたいと思っております。 

  ただ、そういったことをするにも費用が莫大にかかるものですから、水道課としては非常

に困っているのが現状なんですけれども、浄水場についても水の使用量が全然少なくなって

いますもんですから、現状の浄水場がその程度の大きさで必要なのかどうかということを、

平成30年度の水道ビジョンまでには一定の方向性を出したいと、そういうふうに考えており

ますけれども。 

○１４番（山田直志君） ただ、あれだよね、手持ち資金で内部留保資金というか、あれは８

億、９億とかっていうレベルあるんだけれども、結局使えばまた減価償却も出るし、５拡で

やったように手持ち資金がこれだけあれば、20億ぐらいまた借金して30億ぐらいの事業もで

きるんだけれども、ただ今度は、会計全体とすると返済能力の体力がなくなってくるという

問題が生じるのかなって思う。 

  だから、今のこの企業会計制度の中では内部留保資金があるんだけれども、今の状況では

もう、ましてその、何て言うの、人口も増えて供給量が上がっていくという状況だと割とこ

れ使いやすいんだけれども、今の状況だと、縮小してくる中ではこの内部留保資金を活用も

して建設改良工事なんかもちょっとやりにくい、かえって負担を増やしてしまうような形に



－38－ 

なって、何か悪循環を起こしかねないなというようなふうにちょっと見ているんだけれども、

どうなんでしょうかね。 

○水道課長（石井尚徳君） 山田委員も御承知かと思いますけれども、水道事業会計は複雑で、

表面上の数字と実際に使えるお金というのが全然違うわけなんですよね。 

  それに平成28年度末で一応、水道会計の定期預金が５億2,900万、それと普通預金が２億

226万9,816円、合計で７億3,126万9,816円というふうに、実際に使えるお金というのはこの

金だと思うんですよ。 

  ただ、水道は水ものですからどういったことが発生するかというのがわからないもので、

これを全部全部が使えるということは不可能なんですよね。ただ、どうにかして町民の方に

安全で安心な水を供給したいものですから、水道課としては頑張っているんですけれども。

まあ、答えになっていないかと思うんですけれども、難しいんですよね。 

○１４番（山田直志君） 難しいよなあ。企業会計制度でも難しいよな、これだけお金たまっ

ていても手を出せないよな。 

○７番（飯田桂司君） 今、課長から、現状はともかくこれからの30年以降のアセットマネジ

メントとかそういうことでお話をいただいたわけですけれども、思うに、今年はともかく稲

取試験探査等を含めて井戸を掘られて落差で落とすようなことを始めてきて、ああいうこと

ができてきたなと。 

  ちょっと予定どおり出なかったところもあるわけですけれども、これからは稲取地区の１

つかあるいは２つになるのかそんなものを掘って探査して、その井戸を掘っていくというこ

とですけれども、やはり思うに、過去10年、20年白田の浄水場を使いながらきた中で、私思

うには簡易水道も、要するに大川の水源、要するに水を、言っていいか悪いかわかりません

けれども、昔は区の総会あたりになると、大川の水は絶対によそへくれてはだめだよとそう

いう申し入れがあって、総会の資料のあれにずっと記録に残っているわけですけれども、今

はそんなことを言っている時代ではないだと思うんですよ。 

  やはり、大川の水をちゃんと、ダムならダムをちゃんとしっかりこしらえて、そして大川

だけでなく北川から熱川に落差で落としていく。つなぐにはそれなりのつなぐ工事が必要だ

と思うんですけれども、そういうこともこれからのこのアセットマネジメントと水道ビジョ

ンの中に盛り込んでいただく。 

  これは今日、決算ですからあれですけれども、やはりそういうことを先を見越したことを

やっていただくことが、やはりこれからの町、水道の給水管、配水それから人口の減の中で、
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一番大切なことではないかなと思うんですけれども。課長、いかがですかね。 

○水道課長（石井尚徳君） 平成21年度の水道ビジョンのときには、北川から大川地区へ管を

通すという計画があったんですけれども、それが費用的な面なのか、それが平成21年度にそ

ういった計画をつくったんですけれども、実際には実行されなかったということがあるんで

すけれども。 

  現状、確かに大川の水も大事なんですけれども、大川地区で使っている水の使用量が、大

川の浄水場の計画最大水量の30％にも達していないわけなんですよ。実際に今使っている水

量が少ないのと、伊東市との境にあります別荘地、あそこが大体大川地区の40％ほど一応使

っているんですけれども、あそこが漏水箇所を直したり、住んでいる方が少なくなったりし

ているもので、ガクンと下がってきているわけなんですよね。 

  ですから、これからあれなんですけれども、大川地区が増えるというか使用量が増加する

というのはちょっと考えられないんですけれども。ただ、大川地区から他地区に水を持って

行くというのは当然電気料もかかるものですから、そこの辺のことですけれども、将来的に

考える１つの方法とは思えますけれどもね。 

○７番（飯田桂司君） 今の形で水道を持って行くことは、ちょっとモーター的なことも思う

んですよ。 

  今、湯ケ岡赤川線の中に配管を入れたわけですよね、一部本管を入れて通して、これから

湯ケ岡赤川線がどうなっていくかわかりませんけれども、やはり楠郷の上のあたりにタンク

を置く。そうしますと、あの落差で十分に北川まで行きますよ。今の上の内田さんの上のと

ころにタンクがあって、霊友会さんのところの水が落ちてあの辺行っていますけれども。い

まの要するに一番上の霊友会さんの上の、何ですか……タンクではなくてダム、取り入れの

ところをしっかりとしていただくことはなかなか難しいと思いますけれども、あれの高さで

来て大川地区を上の山を来て楠郷から落とせば、今ちょうど晴美荘の入り口ぐらいまで本管

が行っているのかな、水道管は。北川地区も、どこか鳥沢自動車かどこかあっちのぐらいの、

どこら辺まで来ているのかそれは後で教えていただければ、それをつなげれば、北川地区は

落差だけで、上へ上って結ぶほうは無理ですけれども、北川地区は100％落差で行きますよ。

私素人考えで、どこか北川にはタンク１つ置けば間違いなく行くと思うんです。それは私個

人的な考えだからと思いますけれども。 

  もともと水が行かなかったというのは、大川地区が大反対したんです。北川にそっちに水

をくれるなんてことはないと、したらだめだということでずっと反対していたんです。昭和
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40年前後ごろからずっと反対していた経過が記録にちょっと残っているんです、この総会の

資料を見ると。 

  だから、それはそれで、今そんなことを言う時代ではないですから。今の普通のあれにし

たら、モーターで送らなければ行かないです。ただ、今、湯ケ岡赤川線の道路に本管を入れ

てそれをずっと行けば、楠郷の入り口のところに１つタンクを置けば、落差で行くと思うん

ですよ、素人考えでね。そういうことをこのビジョンの中に入れてもらって、なるべくモー

ターを使わないで落差で行くようなことをしてもらうようなことを、このビジョンの中で。

いろいろな水も最高ないい水で、話は変わってしまいますけれども、ボイラーなんかも10年

ぐらい長くもつんです、ボイラーが傷まないんです。そういうことで、ぜひそういうことも

この中にもね、北川と大川をつなぐということを。どの辺まで来ているかね。 

○水道課長補佐兼管理係長（前田浩之君） 大川のほうは晴美荘のところです。北川は磯辺配

水池という、何と言ったらいいのかな、西村議員の家のあの辺までだと思います。だからま

だ結構距離は何キロも、１キロではきかないと思います。２キロとかそれぐらいあると思い

ます。 

○７番（飯田桂司君） 全然入っていないんだな……だから、あそこは未給水地区となってい

るんです。もう何十年と住んでいる人たちが未給水地区といって水道のあれが下から、要は

本管が行っていないから下から海岸のほうから上げているから、指でこう押せば水がとまる

ような状況に一時あったんですけれども、それはまたちょっとあれしましたけれども。 

  やはり、何とかこう、井戸も含めて探査も含めて井戸水を掘ることと、それからある水を

なるべくモーターではなくて本管をつなぐようなことを、ぜひこれからしていたいただきた

いと思います。一時はお金かかるけれども、やはり全体的に見れば電気料、かもわかりませ

んけれども、ぜひそういうことでお願いしたいなと、私個人的なことですが、すみません、

お願いします。 

○委員長（栗原京子君） ほかに質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） ちょっと暫時休憩。 

○委員長（栗原京子君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２５分 

 

再開 午後 １時２８分 
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○委員長（栗原京子君） 休憩を閉じ、再開します。 

  質疑ありませんでしょうか。 

○８番（村木 脩君） いいですか。 

  この戸数が減っていく中で、昨年も幾つ減っている……59戸の減、そういう中で上水道料

金の収入、これは前年度対比の収入の1.7％の増となっている、この辺の相関関係ってわか

るかな。 

○水道課長（石井尚徳君） 平成27年度に水道料金を改定したんですけれども、２期分から改

定したものですから、１期分の関係がありますものですから、その辺で。 

  それで、一応平成27年度の２期分から６期分までと平成28年度の２期分から６期分までを

比較しますと、1.8％、666万7,746円ほどマイナスになっています。 

○８番（村木 脩君） 次に、この戸数の減ということがこれから大変な問題になってくると

思うんだ、水道会計が。それで、当面は今年あたりは、大東館も営業を始めるだろうから、

その辺ですぐペイはできるのかな、先行きの見通しというのは、水道は非常に厳しいなとい

う気がしているんだけれども。 

  今は最終的に浄水場をもう捨てようという考え方なんだろうけれども、この稲取のほうの

せめて井戸、これで賄えれば、白田とか上神田とか動力費はそういったものは押さえていけ

るんだろうと思うんだけれども、その辺の見通し。その辺見通してやっていかないと、水道

管も大変な時期なんだろうという気がするんだけれども。どうですか、今掘っている井戸の

どの辺まで賄えるんですか。 

○水道課長（石井尚徳君） ちょっと個人的なんですけれども、浄水場をなくすということは

不可能だと思うんですよね。水井戸にしても温泉にしても枯れるということが考えられます

もので、浄水場をつくるというのは多額の金額がかかるもので、それにかわるものとして水

井戸を掘削するのが一番かと思うんですけれども、現実的には。個人的な考えなんですけれ

ども、なくすということは私はちょっと危険というか、悪いことを想定してやっぱり行政は

悪いことが発生することを想定してやっていかないと、水というものは非常に大事なもので

すから、個人的にはなくすということはまずいと思います。 

  それと、これからの水の関係なんですけれども、現状の３号井と平成27年度、平成28年度

に掘削しました水井戸のそれを同時に揚水する試験を、平成30年度に予算措置をして実施を

したいと思います。それで、その揚水試験をやった場合に、３本の水井戸に影響がないと仮
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定しますと、３号井の許可料と平成28年度に掘削した水井戸の変更申請をするんですけれど

も、その水の使用許可料を70％として計算しますと、３本の１日当たりの水量は3,353立方

メートルとなります。 

  それで、現在、白田浄水場から野球場横の新稲取配水池への配水量なんですけれども、年

間平均で１日当たり3,583立方メートルとなります。それで、稲取水下地区は熊口からの配

水となりますので、この地区を除いてこの３本の水井戸を使用すれば稲取地区の大体７割か

ら８割方の水を賄うことができるのではないかと考えております。 

  それで、現状、浄水場からポンプアップしている年間の電気料なんですけれども、28年度

決算で2,250万円ぐらいなものですから、ある程度、電気料が削減できるのではないかと考

えておりますけれども。 

  それで、ちなみに浄水場から稲取地区への一番使われている８月の平均が、１日当たり

4,190立方メートルです。夏は若干厳しいかと思いますけれども、そのほかの月はある程度

賄うことができるのではないかと思います。 

○８番（村木 脩君） ＰＣのほうへ上げる動力費とやっぱり稲取の動力費のほうが大きいわ

けですか。 

○水道課長（石井尚徳君） 水道事業会計の電気料につきましては、昨年度決算で税込みで

5,741万2,024円です。それで、第１中継、第２中継、白田の浄水場から稲取配水池へ送って

いる電気料が2,299万1,236円です。それで、赤川のほうへ送っている電気料が予算というか

大体700万前後になりますね。 

○１４番（山田直志君） 若干今の外れるところがあるんだけれども、やっぱりこの町の特徴

で、どうしても夏とか正月とかという、お客さんのまた多いときに使うという傾向がどうし

ても出るので、計画は慎重に立てなければいけないなということだと思うんだけれども、あ

と、そうすると今の計画でもそうですが５次拡でもやったように、やっぱり配水タンクなり

をちゃんとどこかへやるという問題が、今後の稲取なんかの問題でも、今あるやつが3,000

トンの配水タンクということだと思うんですけれどもね。 

  去年からやったように、熊口のところなんかもいろいろやって、今の許可料がたしか半分

ぐらいまで落ち込んでいるわけだから、あの辺がもう少し出てくるようになって、例えば

1,000トン、2,000トンのやつが熊口水系の中でも確保できたりしていくと、稲取自体はそう

いう点では余裕が出てきて、白田からの送水というのは大分違ってくるんではないかなと。 

  実際のところ、入谷公民館、水下公民館のところにあるやつなんかはもうどうしようもな
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い、もう50年選手60年選手なので、その変な話、地震なんかのときも近所の人たちは心配だ

という部分があるので、あの辺の老朽管も含めてどこかにやっぱりやっていくと、これも全

体のこれは今後の計画の問題だとは思うんですけれども、やっぱりそうすることによって電

気使用料等も減額になってくるということにつながるのではないのかなと思うんですけれど

も。あそこは井戸ではないので、そうとはいっても枯れるということはそうそうはないんだ

ろうとは思うんだけれども。 

○８番（村木 脩君） いいですか。 

  もうこれからは５次拡とか拡張計画はもうやらなくて、どっちかといったら、うちの町の

年間200万人の宿泊者数をなんていうときのまだ残像が残っている部分があるもので、むし

ろこれからは水道もコンパクトに縮めていかなければいけない時代に入ってしまって、今一

番大変なんだろうと思うんだけれども、そういう見方で計画もこれからはもうそんなに、今

80万人切るか切らないかなんていう宿泊数だし、その宿泊数もやっぱりその水道人口には含

まなくてはいけない部分なんだけれども、その辺でもっと少なくてもいい時代に入っている

と。それをどう縮めていくか、その辺が１つの課題だと思うんだけれども、水道課長はどう

思うか、その辺。 

○水道課長（石井尚徳君） 平成28年度の最大稼働率、１日配水能力に対する１日最大配水量

の割合なんですけれども、55.2％。ですから、ほとんど半分ちょっとの状況なんですよね。

ですから、これから水井戸も利用したりする計画も考えていますものですから、浄水場につ

いては、例えば半分ちょいぐらいのあれでも十分に回っていくかと思うですよ。 

○８番（村木 脩君） 今、廃止するわけにはいかないんだろうから、浄水場というのは、災

害とかいろいろな状況もあるし。だからそういったときに、そこも小さくできるものならな

るべくその稼働率に合った形で修正していくほうがいいのかなという気はする。自分たちの

負担にならない、水道会計の負担にならない程度に。だから、どこを修理する、５番を修理

しなくて捨てていこうとか、そういう部分が出てくるのかなという気がするんだけれども。

そういうことを希望します。 

○委員長（栗原京子君） ほかに質疑ありませんか。いいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（栗原京子君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 
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  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） 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43号 平成28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（栗原京子君） 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（栗原京子君） なしと認めます。 

  以上で水道会計を終了します。ありがとうございました。 

  この際、午後２時10分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４３分 

 

再開 午後 ２時０７分 

 

○委員長（栗原京子君） 休憩を閉じ、再開します。 

  それでは、稲取財産区特別会計を始めたいと思います。 

  本委員会に付託されました議案第41号 平成28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。 

○８番（村木 脩君） この３万4,000円の減なんだけれども、これはあれかな、まだ後継者

は見つからないのかな。財産運用収入３万4,000円の減。 
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○企画調整課長（遠藤一司君） 補正予算額の３万4,000円のことでよろしいですか。 

○８番（村木 脩君） はい。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては、当初見込んだ配分金より若干下がった

ので、それの減額になります。 

  去年につきましては、唯一の潜っていた海女さんが８月の終盤に亡くなられまして、10月

までの料金だったんですけれども、そこで終わったわけなんですが、一応、漁としては前年

と変わらなかったんですけれども、いろいろ手数料等の関係で若干収入、こっちに入るお金

が少なくなったということで、減ったということを聞いております。一応、それは成果説明

書のほうの36ページ、そちらのほうに書いてありますが、経費の増ということで若干減った

ということになります。 

○８番（村木 脩君） はい、了解。 

○委員長（栗原京子君） ほかにありませんか。 

○８番（村木 脩君） この一般会計の繰出金というのは何かの歳出ですか。これっていつも

繰り出していたっけか。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 決算に応じて繰出金を毎年出すようにしていまして、

今回16万2,000円ということになっています。 

○８番（村木 脩君） この繰出金の率は決まっているんですか、何パーセントとか。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 特に率は決まっておりません。 

○８番（村木 脩君） この委員会のほうで何か課題を出されたとかそういうことはないです

か。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今年の委員会でしょうか、去年の…… 

○８番（村木 脩君） 去年の。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 出ていない。 

○８番（村木 脩君） 年２回。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 今後のそれをどうするという話ですとか、そういった

話は出ていますけれども、特に課題的な問題は。 

○委員長（栗原京子君） ほかに何かありますか。 

○８番（村木 脩君） 決算と余り関係ないけれども、今後この課題として存続を、そのアク

アラングの人にずっとやらせていくのか、やはり面潜のほうがとりやすいんだろうなんて気

がするんだけれども、その辺の先はどうなっていくの。 
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○企画調整課長（遠藤一司君） 御指摘のとおり、今年についてはその地域協力隊１名がまだ

訓練をやっているような状況でして、実際には１回しか外には出ていない状況なんです。 

  船がどうしても委員長の精さんの船で行くもんですから、小回りが利かなくて、ちょっと

もう少し小さい船が欲しいなというようなことで今いろいろ探しているようです。 

  あと、キンメマラソンのスタッフをやっている女性が３人ぐらいが、自分たちも潜ってと

りたいという意思があって、自分たちでそういうトレーニングみたいなことをして、やろう

という気持ちでいるようです。 

  ただ、御指摘のとおり、アクアラングで体が固定していない中でやるよりも、面潜で足に

地がついてとったほうがいいということがあろうかと思いますけれども。どうでしょうね、

若いかせぎの子供たちも結構貝はとっているんですけれども、どうも天草をやろうというの

は聞いてはいないので。 

  ただ、やらないと草が生えて荒れるし、とればとっただけ需要があると思いますので商売

になると思うんですけれども、ちょっと今そういう状況で、足踏みまではいきませんけれど

もちょっと進みが遅い状況のようです。 

○８番（村木 脩君） その栗田さんなんかにはそういう指導は受けているのかな。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今、面潜のほうではなくてアクアラングのほうなものですか

ら、松崎でその方向でやっているということで、松崎のほうにその指導を受けに行ったりし

ているようです。 

○８番（村木 脩君） これは漁協とまた違う財産区だからな、その辺を漁協とごちゃごちゃ

にしないようにしていかないと。知らない間に漁協のほうになっていくなんておかしなこと

になると。 

  やはりこの存続を、やっぱり何ていうのか、天草というのは今までのブランド品なわけだ

から、その辺をどうやって存続していくか、その辺だけお願いします。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 御指摘のとおりだと思いますので、今後もやっぱり。 

  収入のメーンは土地の貸し付け収入なんですけれども、やっぱり天草が収益上げてくれま

せんと財産区の意味もありませんので、漁協と協力しながらやっていきたいと思います。 

○８番（村木 脩君） モウソウダケひいたりして、田村又吉さんの又吉翁のそういうものを

再現するとかさ、天草。それで砂を洗うとか、そういうやっぱり１つには考え方がこれから

必要になってくるという気はするんです。 

○委員長（栗原京子君） ほかに何かありませんか。 



－47－ 

○１４番（山田直志君） 余り決算関係ないというかあれなんだけれども、今後28年、29年の

そのスキューバとかの問題でいうと、昔からのやつを見ていると、潜ってとって、いわばス

カリのでかいやつみたいな形で持ってきて上げていくみたいな形なんだけれども、房総なん

かのいわゆるのりの収穫ではないけれども、スキューバなんかの場合だと、かえってそのポ

ンプみたいなやつでどんどん刈り取ってやるとか、やっぱりその収穫量も増加をするだろう

し、昔の水中で作業するスタイルと確かに違うので、でも違うけれどもそこのところに重り

を設けたりして、どんどん効率よく刈り取るなんていう、どこかやっぱり今言われたように、

発想を変えていかないと、やっぱりなかなか難しい。 

  そうすれば、生産性も上がって働いている人も一定の収益になるという形が出てきて、や

っぱりじゃ、ここでのその作業として定着するとかというようなことなんかもあるのかもし

れなくて、やっぱりとる人の問題だけではなくて、とるためのそういう設備を１回我々も研

究して、やっぱりお金にして、またそれが当然、雇用にまたさらにつながって地域振興につ

ながっていくという流れを、何か今回のことを機会に今までのやり方から１歩踏み出したの

で、何かやっぱり新しく視点を変えてチャレンジしていただくといいものに少しなるんでは

ないかなと。また、いいものにしたい、残したい部分と僕は思っていますので、そういうこ

とができないのかなとちょっと思ったりしますけれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今いい御提言をいただきました。 

  年に２回会議だけやるのではなくて、やはり先進地の視察であるとかそういうことも今後

必要になるんではないかなと思いますので、来年度はこの中に視察費であるとかそういうも

のも入れたほうがいいのかなというような気がいたしました。ありがとうございます。 

○委員長（栗原京子君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） 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41号 平成28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
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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（栗原京子君） 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（栗原京子君） なしと認めます。 

  以上で稲取財産区特別会計を終わります。 

  次に、本委員会に付託されました議案第42号 平成28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。 

  質疑ありませんか。 

○７番（飯田桂司君） 一応、成果説明書のほうにもありますけれども、やはり今３号のほう

が停止をしているということで、それはそれとして機械ですからとまることもあろうかと思

うんですけれども、町長の答弁のほうがあったように、風車の関係、今後は民間に委託をし

ていくようなそんなところがあれば貸して、返したいというような話もありますけれども、

今の状況をもしわかる範囲でいいですのでちょっと教えていただきたい。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 確かに３基のうち２基しか稼働していない状況で、収入も３

分の２になっておるわけで、今年の予算の組み方としては4,600万の収入を見込んでおりま

す。去年7,000万でしたので３分の２以下で、その中で2,400万の借金を返して、400万ちょ

っと積み立てに回して、繰出金160万ぐらいということで見込んでおります。 

  ただし、これは順調に推移していった中でやっと達成できる見込みでございますので、去

年のように突発的な事故があるとそれは見込めないわけでございまして、そういう状況を鑑

みますと、すぐにでも知見と技術のある企業に運営を委託したほうがいいというような考え

を去年から持っております。 

  ここのところ何社かと折衝をしておりますけれども、どちらかというとベンチャー企業的
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に、自分のところでお金を出すからやれよと、誰かやってもらいたいみたいなそういうとこ

ろが結構多くて、やはり我々が考えているのは、メンテナンスの費用、故障の修繕費がかか

るものですから、それを自分たちでやれればそれは安く上がるので、我々がやるよりも効率

よくできるという考えなものですから、ちょっと違っているのかなというところなんですけ

れども、今一番期待しているのは、メンテナンスをやっている会社に投げかけてありまして、

そこがいろいろと試算をしたりとかをしてくれている様子ですけれども、やはりちょっと時

間がかかっております。 

  ただ、あの場所がいいものですから、あの風車はもう来年で借金は全部終わるので、一応

それが終われば2,500万からの収入が入ってきますので、それで積み立ててということがで

きるんですけれども、それもあと２基がどうなるかわからないわけですから余り期待はでき

ないんですけれども、あれをリプレースして、新しい会社が自分たちで建てて、メンテナン

スしながら運営していけばそこそこ収益の上がる場所だと思いますので、いろいろ話を持ち

かけて乗ってくれるところがあったら、ちょっと粘り強く交渉していきたいなというのが今

の現状でございます。 

○７番（飯田桂司君） 今、説明を受けて、たまにしか行かないところですけれども、大変景

観のいいところで、あの風車はともかく、変な話、太陽光に、メガソーラーにかわらないか

ななんてそんな冗談のことも考えるわけですけれども。 

  あれですか、これはやっぱり各地に風車等が建設されている中で、こういうところ、東伊

豆町のような例があるところがあるわけですか。要するに民間とかそういうところに話すと

いうことはほかの地区にも、とまって壊れて回っていないで稲取のような現状があるところ

がほかの地区にもあるわけですか。それをちょっと確認したいんですけれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 昨今では安倍川の河口にある風車がもう故障してだめだとい

うことで撤去するというお話を聞きましたけれども、あそこもともと回りが悪かったらしい

です。儲けがほとんどないような状態だったのでもう撤去したほうがいいということで、取

り壊しをするというようなお話だそうです。 

  先日、東京で全国市町村風力発電協会の理事会に行ったときに、業界のほうの理事の方が

来てお話を聞いたんですけれども、建てかえを望むかどうかというようなアンケートをした

ようなところ、もう半数以上が建てかえができないということで、売電収入が今はＦＩＴと

いう固定買い取り価格でそこそこいい値段できているんですけれども、それの時限が終わっ

てしまうともうかなり低くて、売電収入も運転にかかる経費も難しい、ましてや建てかえを
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するなんていうことも難しいというようなことを言っている自治体がほとんどだそうです。 

  それがあと３割上乗せしてもらえるようであれば建てかえもできるだろうということで、

業界のほうでそういう陳情、要望を国のほうにしてくれるようなんですけれども、今のとこ

ろ、建てかえて一般企業がというようなところはちょっと耳にはしておりませんけれども、

そこら辺は風況によってだと思いますので、うちの町に東京電力が日本で初めて風力発電を

建てたということは、沖縄なんかも含めて日本で一番風況がいいということで建てましたの

で、そこら辺がやっぱりうちの町の一番のセールスポイントではないかなと思っていますの

で、ちょっとそこら辺を推して話をしていきたいなと思っております。 

○７番（飯田桂司君） 了解しました。 

○１４番（山田直志君） ただ課長、やっぱりあそこのところの一番の問題点は、今あるやつ

が600のわけ。今もう全国的にはもう1,500とか、そうすると結局あのタワーが足りないよね、

高さが。今の羽自体がもう大体100メートルぐらいの羽をつけると、今のやつだともう35メ

ーターぐらい、羽をやっても60メーターにというような計算であの600をやったんだけれど

も、今もう、もしかするとそのいわゆる発電するナセルだとかそういうやつの600対応とい

うものが、もうほとんど在庫とかがないような状態だと思うんだよね。 

  そうすると、この建てかえるにしても、タワーから何から全部建てかえということになる

とまた物すごい工事で、もしかすると今度は600では通ったけれども、羽や何かのやつなん

かが今つくるとしたら道路でも恐らく対応できない可能性もあるんだと思うんだよね。 

  そうすると、なかなかそこがやっぱり難しいところで、風はいいんだけれども、ほかから

の何かやり方があればいいけれども、なかなか厳しいのかな。 

  そうすると、２つが元気であれば、元気なまま何とか働いていて片づけていただく、ない

し、もしうまいやり方があったり、何しろあれがまた方式が、羽という方式ではなくて縦に

回るやつとかもあるんではないですかね。だから、いろんな方式を活用する上であのタワー

が活用できるなら、またこれはあれだし、またその場合、何かできれば最後撤去するという

一言があれば、使用料いらないから最後撤去してくださいというところだと思うんだけれど

も。 

  羽で考えると、このプロペラの羽の方式ではちょっと活用できなくて、風がいいとした場

合、横に回るというのが縦に回るというのか、別な方式として何かあのタワーを活用すると

かということができないかなと。そうしないと、ちょっと活路がないのではないかなという

気が、私はちょっとしています。 
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○企画調整課長（遠藤一司君） 今御指摘のとおり、確かに600の発電所というのは、もうほ

とんど今から新しいのはないわけなんですよね。三菱のほうも、洋上の風力発電にシフトし

ているというところで、メンテナンスも御承知のとおり、部品を発注してできるまでに半年

かかって、その間とめなければならないというのがあるのが一番ネックなんですけれども。 

  実は、熊本県の企業局が全く同じ風車を使っていまして、向こうから協定の申し込みがあ

って、お互いに部品のやり取りをしようよということで、とりあえずうちと熊本だけなのか

な、ほかにも公営の企業で使っているところもあるので、そこら辺にも声をかけているんで

すけれども、今うちの予備の部品を熊本にお貸しして、向こうができたら返してもらうとい

うようなそんなやり方もしていますので、そういう形でなるべくとまる期間を少なくしよう

という努力はしております。 

  その今の大きさだと確かに効率が悪い、最低でも今1,200とか1,500ですので、グレードも

当然大きいものを運ばなければならないので、全面リプレースするとなるとそこら辺の考え

をしなければならないですよね、運搬するについても。そこら辺も含めまして、専門的な知

識、知見、技術があるところに相談した中で、一番いい方法をとっていきたいと思いますけ

れども。 

  とにかく来年１年何とかやってもらえれば、もう少しは考えにも余裕ができるのかななん

てことは思いますので、今とにかく今年は非常に風況もよくて故障も少ないものですから、

大体目標どおりの収益を上げています。今月も今、百六、七十万、まだ半月いっていません

けれどもそんな感じでやれていますので、もう本当にこれは神頼みというか風任せでしかな

いんですけれども、それを願うところでございます。すみません。 

○委員長（栗原京子君） ほかにありませんか。 

○８番（村木 脩君） 今ある中で一生懸命、取り壊しを逃れるために撤退の用意をしてくだ

さい。必要か撤退か。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 一気に撤去するのに1,500万程度ということですので、大体

5,000万あればできるということですから、来年我慢してあと２年ほど生き長らえてくれれ

ばそこら辺の始末はできるのかなというふうには思っております。 

  鉄ですので、一応スクラップで何か少しは収入にもなりますので、丸々5,000万というこ

ともなかろうかなという気はいたしておりますけれども。 

○委員長（栗原京子君） ほかに質疑はありませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 
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○委員長（栗原京子君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって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。 

○１４番（山田直志君） じゃ、いいですか。 

  風力発電事業費の関係で、先ほどもいろいろ出てきた管理委託料のところだと思うんです

ね。やっぱりその部品の共同化とかいろんな活用化の中で、上手にやっぱりこういう費用の

中で効率的にまたやられていけば、この部分も部品の確保やあれでロスもなくなってくるの

ではないかなと思うので、こういうところも含めて上手に運用して、この経費もできるだけ

それは削減できればいいことだと思うので。案外やっぱり部品がないことが問題であれば、

そういうところをお互い定期的に使うもの配れるものについては、上手に２つが組合ではな

いけれどもある程度つくって、事前に発注をしておいてとかいろんなこともやっぱり考えら

れるのかなと思うんだよ、新しいとそういう取り組みにしているのであれば。またぜひそれ

を生かして生き長らえて、上手な運用を図っていただけるとありがたいなと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 昨年補正で658万も補正しているような状況もありますので、

14番委員のおっしゃるように、効率のいいやり方を今後とも模索していきたいと思います。 

○３番（栗原京子君） あとちょっと、私のほうからいいですか、すみません。 

  売電収入が予算7,000万から4,000万の減となり、基金取り崩しの結果、ほとんどない状態

となっていますけれども、このような状況で、少額とはいえ一般会計に繰り出しを実施する

必要があったのかどうか、教えていただきたいと思います。 

○企画調整課長（遠藤一司君） きのうと同じ答弁になってしまいますけれども、一般会計と

特別会計のほうに繰り出し、繰り入れということで計上してあったということは、会計間の

約束事ということになりますので、単年度で赤字が出るということがない限りはその執行を

したということでございます。 

  もちろん、赤字になれば、今年については太陽光発電のほうは一般会計のほうで見てもら

うようにしておりますし、先ほども申し上げましたけれども、400万からの積立金も考えて

おりますけれども、赤字に落ちるようであればそれも減額しなければなりませんし、最悪、

一般会計からも助けていただくような形もとらなければならない事態もありますけれども、

昨年につきましては１年間を通した中で赤字にならなかったので、ちゃんと当初の約束は守

ったということで、御理解いただきたいと思います。 



－53－ 

○委員長（栗原京子君） いいですか、ないですか。ほかにないですか、いいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第42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（栗原京子君） 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42号 平成28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（栗原京子君） 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（栗原京子君） なしと認めます。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３８分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○委員長（栗原京子君） 休憩を閉じ、再開します。 

  以上で本委員会に付託された案件の審議は全て終了いたしました。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  なお、委員長報告書につきましては、来る９月25日月曜日、午前９時半より検討いたした
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いと思いますので、御出席をお願いいたします。 

  ありがとうございました。お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ２時４０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２９年９月２５日（月）午前９時３０分開会 

 

出席委員（５名） 

     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 

    １４番  山 田 直 志 君      

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

議会事務局 

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（栗原京子君） 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。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時３０分 

 

再開 午前 ９時５５分 

 

○委員長（栗原京子君） 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でしょうか。 

（発言する人なし） 

○委員長（栗原京子君） いかがですか、何かないでしょうか。 

○８番（村木 脩君） 一番最初のあれじゃないの、「協議会ができたことによること徴収の

取り組みが強化されたこと」とあるじゃない、「徴収事務」の間違いじゃない。 

○委員長（栗原京子君） 何ページでしたっけ。 

○８番（村木 脩君） 一番最初、ここの、①の。 

○委員長（栗原京子君） あ、ここですね。①の５行目のところですね。 

  「賀茂地方税債権整理回収協議会ができたことによる」、１。 

○８番（村木 脩君） 「よること」なんです。 

○委員長（栗原京子君） 「よること」となっていますが。 

○８番（村木 脩君） 「による徴収事務」じゃない。 

○委員長（栗原京子君） 「協議会ができたことによる徴収事務の取り組みが強化されたこと

である」という……。 

  ほかには何かありますでしょうか。 
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○８番（村木 脩君） ８ページの財産区の、視察研修のことを具体的に言わないで、「研究

して」としたらどう。 

○委員長（栗原京子君） ８ページ②の「管理会での先進地の視察研修をして」という部分で

すね。いかがでしょうか。 

○８番（村木 脩君） ９ページの風力発電の「熊本の企業」として、熊本の県なのか、熊本

市なのかというの……。 

  10ページの立方メートルというのも、これ３、３がこれでいいの。立方メートルというの

は、少し、あるんではないの、あれが、単位が、立方メートルの、何回もメートルの３が入

っているぞ、でっかい３が。 

○委員長（栗原京子君） 多分立方メートルで検索、検索というかあれすれば、ちっちゃい３

のやつが出てくると思うんですけれども。 

○８番（村木 脩君） 思うよな。メートル３。 

○委員長（栗原京子君） 先ほどの風力の熊本は、熊本市なのかどうかちょっと確認して、す

みません、入れるようにします。 

  稲取財産区の「先進地の視察研修」を、「先進地の研究」という形でいいでしょうかね。 

○８番（村木 脩君） 何か、行け行けと言っているのもいやだから。まあ、金もないのに。 

○委員長（栗原京子君） あとほかに何かありますか。 

○８番（村木 脩君） ７ページの②の下のほうにある、「本人情報と医療機関と介護事業所

がネットワークをつくり、在宅生活を支援してする必要がある」の発言も。 

○委員長（栗原京子君） ここはいかがでしょうか。支援する必要性、していく必要性。 

○８番（村木 脩君） ここも何か、しっくりいかない。「支援していく必要性があるのでは

ないか」だな。 

○委員長（栗原京子君） 「支援していく」ですね。 

  ７ページの②、「本人情報等を医療機関と介護事業所とがネットワークをつくり、在宅生

活を支援していく必要性があるのではないか」というふうに直したいと思います。 

  ほかには、何かありますでしょうか。 

（発言する人なし） 

○委員長（栗原京子君） よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（栗原京子君） それでは、訂正及び追加なしと認めます。 
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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（栗原京子君） 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。 

  大変御苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時０３分 


