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特別会計予算審査特別委員会（第１日目）記録 

 

                   平成３０年２月２７日（火）午後１時５５分時開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １２番  鈴 木   勉 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（なし） 

 

議会事務局 

議会事務局長 向 井 青 一 君   
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開会 午後 １時５５分 

 

○臨時委員長（鈴木 勉君） それでは、特別会計予算審査特別委員会を開催いたします。 

  皆さん、お忙しいところありがとうございます。 

  それでは、東伊豆町議会委員会条例第９条第２項の規定に基づき、私が臨時委員長の職務

を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

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

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

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

（「異議なし」の声あり） 

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

うことに決定しました。 

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

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

に決定しました。 

  委員長に１番、笠井委員を指名します。 

  お諮りします。ただいま臨時委員長が指名しました１番、笠井議員を委員長の当選人と定

めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

井議員が委員長に当選されました。 

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

席より告知いたします。 

  １番、笠井議員に委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○委員長（笠井政明君） 皆様、ふなれですけれども、一生懸命頑張りますので、また協力の
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ほうよろしくお願いいたします。 

○臨時委員長（鈴木 勉君） これで、私の役目は終了いたしました。 

  御協力ありがとうございました。 

  委員長には恐れ入りますが、委員長席にお願いいたします。 

  それでは、暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 １時５８分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより副委員長選挙を行います。 

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

（「異議なし」の声あり） 

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

とに決定しました。 

  お諮りします。指名の方法については、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（笠井政明君） 異議なしと認めます。したがって、委員長が指名することに決定し

ました。 

  副委員長に10番、藤井議員を指名します。 

  ただいま委員長が指名しました10番、藤井議員を副委員長の当選人と定めることに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました10番、藤井議

員が副委員長に当選されました。 

  ただいま副委員長に当選されました10番、藤井議員が本委員会に出席しておりますので、

本席より告知します。 

  10番、藤井議員に副委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 
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○副委員長（藤井廣明君） ただいま指名いただきました藤井でございます。委員長を補佐し

て、円滑な審査をしてきたいと思いますので、皆さん、御協力よろしくお願いいたします。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 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時半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。 

 

閉会 午後 ２時０１分 
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特別会計予算審査特別委員会（第２日目）記録 

 

                    平成３０年２月２８日（水）午前９時３０分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １２番  鈴 木   勉 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（１３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 
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
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 

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 
地域振興係長 岩 崎 名 臣 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 美穗子 君   

議会事務局 

議会事務局長 向 井 青 一 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（笠井政明君） おはようございます。 

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

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本委員会に付託されました議案第24号 平成30年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算に

ついてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  まず、質疑の対象を歳入全般といたします。 

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

  質疑ありませんか。 

  ６番。 

○６番（内山愼一君） 収入ということで、歳入ということだけれども、その前に、ちょっと

確認したいんですけれども、昨日の議会の大綱質疑の中で、山田議員がお話ししてくれたん

だけれども、もう一度、健康保険特別会計県のほうに移管されたというようなことで、その

関係と介護の保険、それについての確認の意味で、もう一度、担当課長のほうから具体的な

どうなっていくのかどうか、その辺を措置について、まずお願いいたしと思います。よろし

いですか。 

○委員長（笠井政明君） 参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 30年４月からなんですけれども、国民健康保険制度、新

しい制度に変わりまして、都道府県が財政運営の責任主体となるということで、都道府県が

保険者に加わることになります。 

  うちの町でいいますと、静岡県が財政運営の責任主体となりまして、安定的な財政運営や

効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担うということで、制度の安定化を図っ

ていくということが、まず１番目。 

  町としましては、地域住民と身近な関係の中で、これまでと同様に国保の資格の管理、そ

れから保険の給付、保険税率を決定すること、それから賦課・徴収で、健診や特定保健指導

等を含めた保健事業は町独自でこれはやっていくことになりますので、そのような地域にお
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けるきめ細かい事業はこれまでと全く同様な形で引き続き行っていくということになります。 

  昨日、町長も発言していましたけれども、保険証のほうが今まで東伊豆町と書いてありま

したけれども、その保険証は今度の交換のときから静岡県ということに名前は変わりますけ

れども、実質事業等は町のほうが全てやっていくということで、町民の方にとってもこれま

でとは変わるところはないというような状況です。 

○委員長（笠井政明君） ６番。 

○６番（内山愼一君） 財政運営が県になって、町のほうが事務事業については従来とは変わ

らない、それで主体が変わったものだから、保険証については今度は町の名前で保険が出た

ものが県の名前で出る、そういう変わりがあったということですね。わかりました。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはございませんか。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時３３分 

 

再開 午前 ９時３４分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  13番。 

○１３番（定居利子君） 先ほど内山委員からも質問がありましたように、30年度からは県の

ほうが国保税については推移を見守るという中で、今後、県のほうの交付税の町に対して、

どういう形で査定されるのか。交付金です、交付税でなく交付金。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） そうしましたら、今、定居委員から質問がありました県、

あるいは国からどのような形でお金の流れがということの御質問だと思いますので、資料配

付をさせていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○委員長（笠井政明君） はい。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時３５分 
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再開 午前 ９時３６分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） それでは、御質問内容の国民健康特別会計、国及び県の支

出金交付金、それが会計上どのように変わっていくかというものを資料をもって説明させて

いただきたいと思います。 

  説明のほうにつきましては、係長のほうから説明させていただきたいと思います。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 歳入のほうの赤く色づけされているところなん

ですけれども、今まで国の支出金とか療養給付費の交付金、前期高齢者交付金等赤く塗られ

ているところなんですけれども、今までこれが国等から補助金や負担金で入ってきたんです

けれども、平成30年度からは県のほうにこのお金が行きまして、それで県のほうで納付金を

町のほうから納めることになるんですけれども、それの調整にこの金額が使われるような形

になっていきます。 

  それで、黄色く色塗られている部分なんですけれども、県の支出金の保険給付費交付金の

ほうなんですけれども、こちらは町から納付金を納めることによって、保険給付費の部分に

ついては、県のほうから交付金という形でお金が振り込まれるような形になっていきます。 

○委員長（笠井政明君） 13番。 

○１３番（定居利子君） 国から入ってきたのが県へと納付金によって算定されるということ

と、黄色い部分は町より納付金を納める。やはり１年をたたないと、交付金の算定が決まら

ないんで、１年間私たちも推移を見守るというか、来年度でないと金額が決まってこないと

いうことなので、どういう形になるかということを皆さんに知っていただくということも必

要だと思います。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今年度、制度改正に伴うために、今まで県のほうで試算を

していただいて、町がどれぐらいのお金を納めるかということでやりましたけれども、その

試算の回数が３回、４回という形で目まぐるしく変動をしてきました。その結果、２月ぐら

いまで試算の時間がかかったということで、本当にぎりぎりの状態で30年度迎えるというよ

うな体制になっております。 
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  ですから、今現在、試算として出されている納付金の額が決定しても、恐らくもしかする

と、年度の中で確定の段階では…… 

（「変わらない」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 変わらないのか。 

  それは最終的には一緒という形なんですけれども、委員言われるように、仮にその金額で

見合ったのか見合わないかというのは、やっぱり１年を経過してみないと、私どもの推移が

なかなかできないところかなというふうに思っております。 

○１３番（定居利子君） わかりました。 

○委員長（笠井政明君） 13番。 

○１３番（定居利子君） それと、国保の運営協議会の中でも答申がありましたように、31年

度からは地方税の改定を、限度額を引き上げるという話がありましたけれども、大体どれぐ

らいの金額を予定しておりますか。 

○委員長（笠井政明君） 参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 限度額なんですけれども、実はもう閣議決定はされてお

りまして、国民健康保険法の施行令のほうは改正されているんですが、税に関したことにな

ると地方税法になりまして、地方税法のほうがまだ法律が改正をされていない状況になって

います。 

  ですので、今回上げることができなかったんですけれども、条例改正を。金額のほうは医

療分のほうが４万円上がる予定になっています。ですけれども、限度額につきましては、１

年先送りの平成31年４月ということで御了承を得ておりますので、多分改正については６月

議会かもしくは税務課とあわせて専決処分になるかちょっとわからないんですけれども、そ

こはまた協議させていただいて、31年４月からということに、４万円上がるという形になり

ます。 

（「限度額、対象」の声あり） 

○健康づくり課参事（村上則将君） 限度額の対象世帯数が、現時点ですと33世帯、106名の

状況なんですが、影響を受けるという形になるかと思います。 

○１３番（定居利子君） いいですよ、ほかの方の質疑で。 

○委員長（笠井政明君） ほかに質疑はありませんか。 

  10番。 

○１０番（藤井廣明君） 歳入の１番の国保税、国民健康保険税が今回は下がっているという
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ことで、確かに加入人数も減ったというふうなお答えだったような気がするんですが、説明

だったような気がするんですけれども、これ具体的には何人から何人に減ったのかなという

ふうな、ちょっと教えていただけますか。被保険者数の…… 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 平成29年度の試算のときは世帯数が2,722世帯

でした。それが平成30年度の試算のときには2,619世帯で、103世帯減っております。世帯数

としては103世帯です。 

  被保険者でいきますと4,390人から4,176人で、214人減っております。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはございませんか。 

  10番。 

○１０番（藤井廣明君） いろんなものが廃款になったと思うんですけれども、今回、県のほ

うに移管するということで。その中で、そうしますと３款の本来的な国庫支出金というのは、

これ廃款になるんじゃないかなと思ったんですけれども、これは直接町に来ることはもうな

いんじゃないかという気がするんです。これ、廃款にしないで、科目、存置かもわかりませ

んけれども、置いてあったのは何か理由があるんですか。 

○委員長（笠井政明君） 参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） この資料を見ていただくとわかるんですけれども、国庫

支出金、３款の中の第２項で国庫補助金というのがあります。その中の５番目なんですけれ

ども、災害臨時特例補助金というものが、これ科目存置1,000円なんですけれども、福島の

原発の関係のものになるもので、実質対象者はいないんですが、そこの部分が1,000円科目

存置で残っているという形なので、廃款にはなっていないということになります。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはございませんか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時４５分 

 

再開 午前 ９時４６分 
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○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じます。 

  じゃ、12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 広域化による保険料の仕組みとかというのには変化があるんですか。 

○委員長（笠井政明君） 参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 今回の条例改正でもお願いして、条例改正をさせていた

だきましたけれども、町から県に対しては納付金という形で支払うことになるんですが、保

険税につきましては、県が今度保険者に加わるということで、県のほうでも国保の運営方針

というものをつくっておりまして、県としての将来目標が資産割については廃止をするとい

う目標があります。 

  今回、平成30年度から東伊豆町におきましては、その試算の結果、保険税で賄わなければ

ならない金額がシミュレーションの結果、賄うことが可能だということで、資産割のほうを

30年４月から廃止するという形で、条例のほうを３方式、３、３、３という方式になるんで

すが、そちらの方式に変更させていただきました。資産割を４月から廃止させていただいて

います。 

○委員長（笠井政明君） ５番。 

○５番（西塚孝男君） 今の話だと、資産割はなくすだけれども、そのほかの率は同じで、今

までどおりの率でいくということですね。 

○健康づくり課参事（村上則将君） はい。 

○５番（西塚孝男君） わかりました。 

○委員長（笠井政明君） ほかにございませんか。 

  12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 従来もあるんだけれども、収納率の当初予算だからどれぐらいの滞

納率があるかちょっとわからないんだけれども、滞納者に対しての徴収は、広域化になって

からどういったようになってくるんですか。保険税の徴収については。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 保険税の徴収は今までどおり町がやるというこ

とで、今までどおりの方法で徴収等は行われていくような形になっていきます。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） つけ加えて、滞納が発生したときにはどういう処理するんですか。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 
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○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 税を徴収するための協議会というのがありまし

て、そこで滞納者に対して通知等を出して、そこで呼び出しをしたり、徴収に行くことはな

いんですけれども、前より通知出したり、資産の調査を行って、滞納の処分を行ったりして

いくような形で、今後も継続されていくと思いますけれども。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

  12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 確認だけれども、収納に対する業務は今までどおり町が行うという

ような形の中でいいんですよね。滞納整理も同じように、そういうことですよね。 

○委員長（笠井政明君） ほかはよろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  以上で、歳入全般の質疑を終結いたします。 

  次に、質疑の対象を歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５１分 

 

再開 午前 ９時５２分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  課長のほうから、先ほどの歳出の資料説明をお願いいたします。 

  係長、お願いします。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 先ほどの歳入と同様、歳出のほうでも廃款にな

るところがありまして、それで今新規になるところもあります。赤いところが廃款になると

ころなんですけれども、先ほどの収入と同じように、支払い基金等へ支払う高齢者の支援金

や前期高齢者の納付金、介護納付金等については、やはり県のほうが支払うような形になる

関係で、町が払うことはなくなるものですから、廃款になります。 

  それで、黄色い部分なんですけれども、こちらは新しくなりまして、県のほうが算出した

納付金を町が支払うような形になっております。 
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  緑につきましては、返還金等が生じたときに支払う流用給付金等の償還金を上げておりま

す。それで、先ほども言ったんですけれども、保険給付費等が納付金で賄われる関係で、予

備費のほうも今まで給付費が足りなかったときに、それをそういう場合に使うということで

500万予算計上しておりましたけれども、そういう心配がなくなるということで、今回50万

という金額に減額することになりました。 

○委員長（笠井政明君） ありがとうございます。 

  ほかに質問は何かございませんか。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５５分 

 

再開 午前１０時０１分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開をいたします。 

  12番。 

○１２番（鈴木 勉君） ページ数が258ページになるのかな、人間ドックの補助金というの

が計上されているんですけれども、見込み数と対象者というのはどれぐらいの人数になって

いるんですか。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 人間ドックの受診者なんですけれども、平成29

年度の１月末現在なんですけれども、受診者が135名おります。 

（「予算見込み」の声あり） 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 160人。 

○１２番（鈴木 勉君） 160人見込んだわけね。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） はい。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 29年度の実績から比べると、30年度の当初予算は多くの人たちが来

るんじゃないかというそういう見込みで増やされているということですね。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 平成27年度が169人で、平成28年度が149人です
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けれども、というのを見込んで多少ですけれども、多目には見込んでおりますけれども。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今の補足ですけれども、人間ドックの補助金の限度額が３

万円までということです、１人当たり。人によってドックの料金がいろいろ変わるというこ

となんですけれども、前年度におきまして、１人当たりに換算しまして、162人当たりに２

万4,500円ぐらいの金額で見積もりをしていたものを、それを少し上げさせていただいて、

１人当たりのかかる金額を２万5,000円程度に推移していくというふうに予測して、予算を

上げさせていただきました。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の関連して、こういう今高齢化が進んでいるじゃないですか。そ

ういう中で、年齢的に今働いていますという一番働き盛りの人たちが受診するという率がど

れぐらいあるんですか。それ、見込みとして、受診数は出ていないですか。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 現在、統計の中で、年齢別等には区分けを今させていただ

いてないで、今後はそういうところも推移を図りながらという形で対応していきたいと思い

ます。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 特定健診については、今まで実績数というのがあるんだけれども、

平成30年度の目標というのはどれぐらいの目標を立ててやっているのかな。ページ数は260

ページ。 

○委員長（笠井政明君） 補佐。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 健康づくり課補佐です。 

  受診率ではなく、人数では一応1,400人を見込んで算出、予算計上しております。 

  28年度は受診率が39.5％で1,300人、ちょっとはっきりすみません、数字が言えないです

が、1,300人前後で、39.5％の受診率でした。30年度は1,400人を目標としております。 

○１２番（鈴木 勉君） ちょっと、ごめん、聞こえなかったです。 

  30年度の受診目標というのは何％ぐらい見込んでいるのですか。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 



－11－ 

休憩 午前１０時０６分 

 

再開 午前１０時０７分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  補佐。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 健康づくり課補佐ですが、30年度の特定健診の受診

率は40％を目標に予算を計上させていただきました。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） いいですよ。 

○委員長（笠井政明君） じゃ、５番。 

○５番（西塚孝男君） 今のところで、前年度対比より300万ぐらい特定保健指導委託料が上

がっているということは、どういうことですか。 

○委員長（笠井政明君） 補佐。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 特定保健指導の委託料の増については、29年度まで

は町が直営で、町の保健師が、積極的動機づけ支援の対象になった方に対して指導を行って

いたんですけれども、受診率を今後上げていく中で、指導の対象者が増加すると見込みまし

て、外部に委託をして、より指導を充実させるということで、予算の増加をさせていただき

ました。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

  ５番。 

○５番（西塚孝男君） それで、町の中では他町村のそういう方を呼んで、頼むという形にな

るということですね。はい、わかりました。 

○委員長（笠井政明君） 補佐。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 実績のある保健指導をしている業者に委託をすると

いうことになります。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

○５番（西塚孝男君） はい。 

○委員長（笠井政明君） 10番。 
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○１０番（藤井廣明君） 249ページの保険給付の話なんですが、２項に高額療養費の給付が

今年度は何かかなり減っているんですか、これは。そうしますと、この減少がかなり大きい

んですが、減少した理由といいますか、もしあれだったら、人数とかその辺も含めて教えて

いただけると助かるんですが。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１０分 

 

再開 午前１０時１２分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 前年とちょっと算出の仕方が変わって、３カ年

の平均をとって算出した部分が４カ月分あるものですから、それで金額が下がっております。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今の係長のほうから説明がありました。昨年度までは、実

績に基づいた形で算出というふうな形をとっていました。今、係長から説明ありましたよう

に、今年度については、12カ月割にするところを、そのうちの４カ月分については、過去３

年の実績に基づいたということで推計をさせていただきました。その推計の中で、金額が減

ったという形で捉えています。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

  課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 計算の仕方を変えたという形ですね。推計をする仕方を今

までは実績に基づいた形で、その実績に基づいてプラス加算というか、２カ月分の0.05％を

そこに実績にちょっと加えた形で予算組みをしていたものを、今年度については、12カ月分

で計算するところの実績に基づいたものを、８カ月分は月平均のものであらわして推計をさ

せていただいて、４カ月分については過去３年の平均というような形で、それを組み合わせ

たもので金額の推計をさせていただいたということで、計算の仕方を変えたために多少開き

が出たという感じです。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 
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○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 計算を何種類か組み合わせて予算組みをする段階で、この

方法がより実数に近い数値かということで、担当として判断をさせていただいて、載せさせ

ていただきました。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） ４つほど立て続けに聞くから、お願いしますね。 

  システムの委託料のこの減額がここに計上されているんです。金額が大きいんですけれど

も、これ要因は何なのかな。 

○委員長（笠井政明君） 勉さん、ごめんなさい、どこの何と言ってもらっていいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） もらったその資料の中で、ごめん、見て。 

  1,000万ぐらい減額されているんだけれども、これに要因は何なのかな。 

  これについて質問はなしですか。 

○委員長（笠井政明君） ありですけれども、どこのどこと言ってほしい。 

○１２番（鈴木 勉君） この１番上。 

○委員長（笠井政明君） １款１項ということですね。 

  係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 平成30年度の制度改正に向けてシステムを改修

することで、平成29年度には予算は計上させてもらったんですけれども、平成30年度には、

そのシステム改修がないものですから、その分が減っているものと思われます。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかった。元気よくいこうね、元気よく。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 次に、高額医療費が約4,000万ほど減額になっているんだけれども、

その高額医療というのは、非常に難病の方たちだとか、そういう方たちが受ける金額なんだ

けれども、この減額になっているという形はどういう考え方の中でこうされているのですか。 

○委員長（笠井政明君） 今、藤井さんのさっきの質問の…… 

○１２番（鈴木 勉君） 質問があったから、聞いているの。要因が私のほうによく聞こえて

こなかったから、聞いているの、再度。 

○委員長（笠井政明君） 再度、説明を求めます。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 推計の仕方を前年度と変えたという形でございます。その

推計の仕方は前年度までは実績に基づいた形ですけれども、30年度の予算につきましては、

実績に基づいたものの月割りをまずさせていただいて、そのうちの８カ月分については実績
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に基づいて、残り４カ月分については過去３年のデータを見直して、そこで推計されて数字

を足して１年分という形で出た数字、それが今までの決算等の数字により近い形で出てくる

という推計があったものですから、計算の方法を変えさせていただいたということです。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） その次にある出産育児費というのが増額になっているんだけれども、

子供が生まれるのが非常に少ないんじゃないかという懸念がある中での増額は、どういうと

ころの要因で増額しているのかな。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 平成29年度の実績に基づいて、１人分平成29年

度増額しております。それで、平成29年度についても途中で補正をさせてもらったりしてい

る関係で、それでそういうところを踏まえて、平成30年度は16人分で、１人42万で計算して

おります。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 葬祭諸費が200万計上されているんだけれども、内容について私は

ちょっとわかりかねないもので、教えていただけますか。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 葬祭費は１人５万円。 

○１２番（鈴木 勉君） １人５万円。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） これは、死亡した人に５万円を支給するということでいいんですか。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 死亡された方の葬儀を行った方の喪主の方に葬

祭費として支給されます。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） その対象者は、国民健康保険に加入している人にという限定がある

わけですか。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 国民健康保険に加入している方が対象者です。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） これだけ、ごめんね、高齢化が進んでくると、そういう今の聞くと、
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200万で足りるのかね。 

○委員長（笠井政明君） 参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） あくまで国民健康保険、75歳までの方になりますので、

対象が。後期高齢者のほうは後期高齢者医療のほうから葬祭費が出ますので、社会保険の方

はまた社会保険から出ますので、後期高齢になった方のほうは後期のほうから支給される形

になります。 

○１２番（鈴木 勉君） じゃ、足りるということだね。 

○健康づくり課参事（村上則将君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

  ほかには。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第24号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第24号 平成30年度東伊豆町国民健康保険別会計予算について採決いたしま

す。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

決しました。 

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

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

望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） なしと認めます。 
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  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２１分 

 

再開 午前１０時２１分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２１分 

 

再開 午前１０時２２分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  そうしましたら、意見等はございませんということなので、これで議案第24号 平成30年

度東伊豆町国民健康保険特別会計予算については終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時２２分 

 

再開 午前１０時３１分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  続いて、後期高齢者に入ります。 

  本委員会に付託されました議案第25号 平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算

についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を歳入歳出全部といたします。 

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

  質疑ありませんか。 
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  ６番。 

○６番（内山愼一君） 先ほどと同じように、介護保険特別会計については、地域支援事業の

移行による課題と今年度の重点的な事業ということで…… 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３２分 

 

再開 午前１０時３２分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ６番、いいですか。 

○６番（内山愼一君） いいですよ。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 一番最初の274ページの医療保険料というのがここに計上されてい

るんですけれども、この特別徴収の保険料と普通徴収の保険料、別々に計上されているんで

すけれども、これは割合というんですか、普通徴収というのは年金から引かない人のことを

言うんだよね。そういう人たちと年金から引かれている人たちも滞納はないのかなとかとい

う気持ちがするんですけれども、普通徴収者の場合は滞納という危険性が多々あるのではな

いのかなと思うんだけれども、その辺についてはどう考えておりますかね、予算するときの。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３４分 

 

再開 午前１０時３７分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 特別徴収と普通徴収の割合人数ということでよろしいで

しょうか。 

  特別徴収、年金から天引きされる方ですけれども、構成とすると、61.5％見ていまして、
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対象者が2,615人になるもので、1,608人という推計にしております。普通徴収、年金から引

かれていない方が1,007人、予算ではそのような形で推計しております。 

  滞納繰越につきましては、当然もとの人数がどんどん今、増えている状況ですので、年金

が引けない方たちということになるので、徐々に滞納の方も増えていくということにはなっ

ていくのかなというのは考えているところです。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） そういう面からいくと、年金を払っている人からの徴収があるんだ

けれども、今だんだん高齢化が進んでくると、75歳以上も80とか90近くなってくると、年金

だけの収入という方が増えるじゃないですか。そうすると、家族の割合の中で、家族が一緒

にいて高齢者というのは、年金の中でもお払いができるんじゃないかなと、支払いができる

んじゃないかなと思うんだけれども、ひとり暮らしの80過ぎたぐらいの人が多くなってくる

と、それからこの年金から引く、これももう一つの保険もそうなんだけれども、非常に生活

費まで削りとられてしまうような金額に負担が増えてくるような気がするんだけれども、そ

ういう人たちというのもこれから増えるんじゃないかなと思いますから、滞納するという一

つの要因としては加味していくべきじゃないのかなと思うんだけれども、いかがですかね。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 後期高齢者医療制度の中では、一応、国保なんかもそうな

んですけれども、軽減の措置というのは制度の中でされているというところです。保険料に

ついてもそういった形で少ない方からは少なくというような形で現在も納付されています。 

  ただ、制度の大枠で、委員言われるように、生活そのものがそれでやっていけるのかとい

うことになってくると、本当に逆に超高齢化社会がこれから来るわけで、その方たちが自分

で自分の医療費何も賄って、暮らしも賄っていくことになってくると、全く後期高齢に限ら

ずだと思うんですけれども、もう少し制度の大枠の中で、仕組みが変わっていったりしてい

ってくれないと、確かに現場でそれに当たっている御家族にすると、そういうふうにどうか

補塡をするような制度がないと厳しいんじゃないかなというのは実感としてはあります。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 現在は補塡というような措置はないというのが実情です。 

○１２番（鈴木 勉君） 休憩してくれますか。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１０時４１分 

 

再開 午前１０時４３分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 274ページに普通徴収の方たちの滞納というのが計上されているん

だけれども、この整理についてはどのような方法をとってお願いしているのかな。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 国民健康保険の保険税とは違って、後期高齢者

の保険料についてはうちの課でやっているんですけれども、大変滞納者、結局、先ほど鈴木

議員さんからの話があったように、滞納している方については年金からも引けないような低

所得者が多いため、滞納整理がなかなか難しい現状なんですけれども、できるだけそういう

方たちにも話をして、少しずつでも払ってもらえるようなことであります。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 同じページの中の繰入金について、一般会計からの繰入金がここに

4,300万ほど計上されているんだけれども、これはやはり前年から対して増えているんだけ

れども、その要因は何なのかな。 

○委員長（笠井政明君） 参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 保険基盤安定繰入金ですけれども、こちらにつきまして

は、法定の繰入金になっておりまして、県の負担が４分の３、町の負担が４分の１という形

になっております。増の要因は、対象者が増えて、被保険者の増というのが一番ですけれど

も、こちらにつきましては、後期高齢者医療の広域連合のほうで試算を行って、その試算を

行った金額で予算計上しておりますので、要因としましては、被保険者の増が一番大きいか

と思います。 

○委員長（笠井政明君） ５番。 

○５番（西塚孝男君） 271ページの歳入のところで、後期高齢者医療の保険料が900万上がっ

ている、前年対比で上がっているというのはどういうことですか。 

○委員長（笠井政明君） 参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 保険料の増ですけれども、今もお話ししたとおり、対象
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者、被保険者のほうが増加しているというのがまず一つの要因、それから税率のほうが30年

度から30年度、31年度で改正がされまして、30年度から均等割の額が３万9,500円から４万

400円に上がります。それから、限度額のほうも57万円から62万円に変更をされることにな

るもので、ちょっと予算のほうは増となります。 

○５番（西塚孝男君） わかりました。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはございませんか。 

  よろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第25号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第25号 平成30年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算についてを採決い

たします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

決しました。 

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

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

望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） ないようですので、後期高齢者医療特別会計はここで終了いたしま

す。 

  続けていきます。 

  介護保険特別会計のほうへ移りたいと思います。 

  本委員会に付託されました議案第26号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計予算につい
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てを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

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

  まず、質疑の対象を歳入全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

  ６番。 

○６番（内山愼一君） 先ほど言ったように、特別会計の関係で、地域支援事業への移行によ

る課題と、今年度の重点的な取り組みということについてを、もう一度確認の意味で教えて

くれますか。 

○委員長（笠井政明君） 参事。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 地域支援事業なんですけれども、要支援や要介護になら

ないように予防事業を行うということと、もし介護が必要になった場合でも、最後までその

地域で暮らすことができるような形の支援をしていくということを、市町村が実施していく

というのが地域支援事業になろうかと思うんですけれども、その中で、来年度なんですが、

29年度から始まった事業ですが、在宅医療介護連携の推進事業というものも始まっているん

ですけれども、それに含まれているような事業以外に平成30年度からは新たに認知症初期集

中支援事務の関係の事業、それから生活支援コーディネーター事業について、こちらについ

て委託という形になる部分もありますけれども、そちらの事業を重点的に実施していく形を

考えております。 

○６番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（笠井政明君） ほかは。 

（「暫時休憩してください」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５２分 

 

再開 午前１０時５４分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほかに歳入の部分で質問等ありますか。 
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  13番。 

○１３番（定居利子君） 283ページの特別徴収が対象者何人か、それで514ページの5,000円

の今年度の予算は増えたその要因はどうなんですか。 

○委員長（笠井政明君） はい。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 30年度の予算で特別徴収につきましては

4,612人、普通徴収につきましては905人、合計で5,517人、前年対比で合計で95人増を見込

んでおります。 

  保険料の率は昨年度と変わっておりませんので、この増加の要因は人数の増ということで

算出しております。 

  以上です。 

○委員長（笠井政明君） ありがとうございます。 

  よろしいですか。 

○１３番（定居利子君） はい。 

○副委員長（藤井廣明君） 委員長をかわります。 

  委員長。 

○委員長（笠井政明君） 歳入の284の介護給付費交付金が前年度と比較して、結構な額が減

っているんですけれども、ここの要因を教えていただけますか。 

○副委員長（藤井廣明君） 介護係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 支払い基金交付金は、40歳から65歳までの

２号被保険者の方の保険料として交付されるものなんですけれども、30年度から制度改正が

ありまして、その負担率が28％から27％に減額されました。それに基づく保険料の算定によ

り減額しているということになります。 

○委員長（笠井政明君） 了解いたしました。 

○副委員長（藤井廣明君） 委員長を交代いたします。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはございますか。 

  12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 283ページの新規支援事業交付金の増額になっている要因は何でし

ょうかね。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 地域支援事業交付金につきましては、その
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中の総合事業というものがあるんですけれども、今まで介護予防の通所デイサービスと訪問

サービスというものが今度、町の実施する地域支援事業のほうに移行しました。それに基づ

きまして、サービス費が地域支援事業のほうが増えたものですから、それに基づく国や県の

負担金も当然増えているというような内容になります。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

  ほかはどうですか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５８分 

 

再開 午前１０時５８分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  以上で、歳入全般の質疑を終結いたします。 

  次に、質疑の対象を歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○副委員長（藤井廣明君） 委員長。 

○委員長（笠井政明君） 歳出のところで、１つちょっとお伺いしたいのが、290、291です。 

  印刷製本費が昨年度に比べて、かなり増えていた気がしたんですけれども、この要因を教

えてもらっていいですか。 

○副委員長（藤井廣明君） 係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 制度改正に伴いまして、来年度からの３年

間の介護のパンフレットを作成するものと、あとこちらの「みんなの発信介護保険」という

介護全般の制度がかかったもの、このパンフレットを30年制度改正対応版という形で刷新い

たします。そのお金と、あとは認知症関係で、新たにそちらもパンフレットをつくる予定に

なっておりますので、その分で増額を見込んでおります。 

○委員長（笠井政明君） 了解いたしました。 
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  ５番。 

○５番（西塚孝男君） 292ページの介護認定審査会費というが大幅に減っているのと、その

下も認定調査費等が大幅に減っていますのはなぜですか。 

○委員長（笠井政明君） 介護係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 制度改正に伴いまして、介護認定の有効期

間が６カ月から24カ月まであるんですけれども、今まで12カ月だったものを24カ月に延ばす

ことができるようになりました。それに伴いまして、更新する申請が１年置きだったものが、

２年置きということになりまして、それに係る調査の費用、こういったものが減額すること

ができましたので、そこが原因となっております。 

  以上です。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはございますか。 

  12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の減額要因はわかったんだけれども、審査をするのが延びたとい

う形だけれども、等級があるじゃないですか、ランクが。そのランクが上の人が介護になっ

たから下に下がるよという一つの改正の仕方と、等級の改正の仕方と、逆に５の人が４とか

３に上っていくのも２年間据え置きという形になるわけですよね、今の話だとすると。 

○委員長（笠井政明君） 介護係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 等級にかかわりなく、新規申請というのは

12カ月、更新申請というのは12カ月から24カ月というふうに、新規更新という等級にかかわ

らず、更新については12が24カ月というふうになったということになります。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０１分 

 

再開 午前１１時０３分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  介護係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 更新の認定期間が12カ月から24カ月に増加

した期間において、状態が改悪、悪くなったり、よくなったりした場合は、その期間中であ
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っても随時区分変更申請というのを申請していただいて、介護度の見直しをしていただくと

いうことができる制度になっております。 

  以上です。 

○委員長（笠井政明君） ほかにはございませんか。 

  10番。 

○１０番（藤井廣明君） 介護サービスというのと、例えば296ページの介護サービス２款保

険給付費の介護サービス等諸費になっています。２款同じ款の保険給付費の中の介護予防サ

ービスというになっているわけですけれども、この辺の要するに介護サービスというのと、

介護予防サービスというあたりのかなりニュアンスが違ってきているんじゃないかと思うん

ですが、その辺はどんなふうに受け取ったほうが明快なのかなということをちょっと説明い

ただくとうれしいんですけれども。 

○委員長（笠井政明君） 介護係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 介護サービスのほうにつきましては、介護

度が１から５の方が受けられるサービスになっております。介護予防サービスというほうは、

要支援、軽い方、要支援の１、２、介護度というのは７段階全部でありまして、軽いほうか

ら要支援１、要支援２というふうに、介護度１から重たいほうで介護度５までになるんです

けれども、その介護予防サービスというのは軽いほうの下からの２段階、要支援１、２の方

の受けられるサービスというような形になっています。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 295ページと297ページにわたって質問させていただきたいと思いま

すけれども、居宅介護の福祉用具の購入費が少なくなっているんです、前年対比に。それの

要因というのはどういうところなのかな。 

○委員長（笠井政明君） 介護係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 29年度実績見込みに基づいて算出いたしま

した。年によって、福祉用具の購入費というは腰かけ便座であったり、入浴補助用シャワー

チェアだったりとかというようなものが該当するんですけれども、やはりその年によって出

っ張り引っ込みというのがあるものですから、一応29年度実績に基づいて30年度は計算させ

ていただきました。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 
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○１２番（鈴木 勉君） その下から住宅の改修費もやはり減額処理されているんだけれども、

この辺の要因も説明していただけますか。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 住宅改修費につきましては、手すりの取り

つけ、あと段差の解消、それから和式トイレを洋式トイレに変えるといったものが対象とな

るんですけれども、こちらにつきましても、やはり年によって、申請の多い年と少ない年と

かというのあるものですから、一応29年度実績に基づいて、30年度見込ませていただきまし

た。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） ２つを総合して、ちょっとお聞きしたいのは、今まで改修したり、

用具を借りている人たちはそのままでいいんじゃないですか。それで、新しくなる人たちが

もちろん今までは介護を受けていても解消していなかったとか、そういう人たちがまだいる

という意味でとっていいんですか。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 基本的には、上限額がありますので、その

範囲内で実施していただいているものですから、何回もやるものではないというような形に

なりまして、あるいは病院に入院してから退院して、そのときに身体機能が落ちたもので手

すりつけたほうがいいよというふうに言われて、介護申請をして、住宅改修とか用具買うと

いう人が割かし多いものですから、割と新規の方が多いかと思われます。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） ごめんね、３回目だから余りしつこくしたくないんだけれども、今

まで介護にお世話になってなかった人が初めて発病して、介護になったという人と、今まで

介護認定されているんだけれども、うちの状況だとか、そういう形の中では申請していなか

ったとかいう人が入りまじっているという状況もあるわけですよね。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） おっしゃるとおりです。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

○委員長（笠井政明君） ほかには。 

  10番。 

○１０番（藤井廣明君） 308ページの５款地域支援事業費の中の一般介護予防事業というの

があるんですけれども、これは町でやる一般介護予防というのはどういうものがあるかとい
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うようなことで、また若干減ったりしていますけれども、327万、本年度計上しているもの

ですから、どういった内容かとちょっと教えていただけますか。 

○委員長（笠井政明君） 介護係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 主なものといたしましては、介護予防教室

になります。熱川温泉病院の理学療法士さんにお願いして開く教室であったりとか、あと運

動療法士にお願いした教室で、それぞれいきいきセンターであったり、保健センターであっ

たりというようなところで実施しております。 

  そういった教室の講師謝礼であったりとかという委託料であったりとかするのが、主な内

容になります。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

  じゃ、６番。 

○６番（内山愼一君） 313ページの成年後見人町長の申し立て128万あるんですけれども、こ

れ何人ぐらい予定しているのか。 

  それと、ほかのところではいろいろ事故があったりしたんだけれども、そういうことでは

この辺ないのかどうかその辺の確認をしたいと思います。 

○委員長（笠井政明君） 内山さん、もう一度ページを言ってもらっていいですか。 

○６番（内山愼一君） 313の一番上。 

○委員長（笠井政明君） 成年後見人審査請求ですか。 

○６番（内山愼一君） そうです。 

○委員長（笠井政明君） 介護係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 成年後見人につきましては、申し立て費用

として３人分、それから後見人の報酬として８名分、合計11名分の費用を予定しております。

この後見人になっていただいている人につきましては、専門職の方で、主に弁護士さんとか

司法書士さんになっていただいておりますので、今のところ特に問題というようなことはな

いと思われます。 

○６番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（笠井政明君） 10番。 

○１０番（藤井廣明君） これは、ページ関係なしにちょっと伺っておきたいんですけれども、

この町での介護事業にかかわる事業所といいますか、それって大体どのくらいあるかちょっ

と大ざっぱで結構ですから、携わる事業所の数、ちょっとおっしゃっていただけますか。 
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○委員長（笠井政明君） 介護係長。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） サービスによって事業所の数があります。

また、同じ事業所で幾つかのサービスをやられているところもあるものですから、延べの数

になるんですけれども、ケアマネさんの事業所が11ほどあります。ヘルパーさんの事業所が

４カ所、それからデイサービスが小規模のものとか認知症も含めて11カ所、あとはこれがい

わゆる在宅系と言われるもので、あとはグループホームとかが１カ所、それから特別養護老

人ホーム湯ケ岡の郷さんが１カ所というようなことで、重立ったものとしてはそういったと

ころの事業所がございます。 

○１０番（藤井廣明君） ありがとうございます。 

○委員長（笠井政明君） ほかはよろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第26号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第26号 平成30年度東伊豆町介護保険特別会計予算についてを採決いたしま

す。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

決しました。 

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

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

望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） なしと認めます。 

  これをもって、介護保険特別会計は終了いたします。 
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  お疲れさまでした。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１３分 

 

再開 午前１１時２１分 

 

○委員長（笠井政明君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  本委員会に付託されました議案第29号 平成30年度東伊豆町水道事業会計予算について議

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。 

  ５番。 

○５番（西塚孝男君） 簡単な質問ですけれども、14ページ、前年度対比が本年度は1,900万

の減になっているのは、収入減の見込みになっていますけれども、それはどういうわけです

か。 

○委員長（笠井政明君） 水道課長。 

○水道課長（石井尚徳君） まず、給水収益の関係ですけれども、旅館とか大口の使用者の使

用水量が減っておりまして、前年度対比と比較しますと98％で見込みました。それと、簡易

水道収益の関係ですけれども、一部の大口使用者の方が漏水工事を実施しまして、給水量が

大分減っているわけなんですよ。その関係で給水収益が減っております。内容的にはそうい

ったことです。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

  ほかは。 

  10番。 

○１０番（藤井廣明君） 今の数字に関連してなんですが、減額がわかるんですけれども、そ

の辺の件数とか、ここに5,820件というふうに書いてあるんですけれども、もう少し前年比

なんかでちょっと…… 

○委員長（笠井政明君） ページ数を言ってもらっていいですか。 
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○１０番（藤井廣明君） １ページに給水件数が5,820件というふうになっておると思うんで

すけれども、もう少し詳しく、ちょっと前年比とかあるいは簡易水道との比率とかちょっと

教えていただくと助かるんですけれども。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２４分 

 

再開 午前１１時２４分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  課長。 

○水道課長（石井尚徳君） 給水収益のほうなんですけれども、一応給水件数につきましては、

29年度と同額の5,500件を見込んでおります。それで、給水の使用料につきましては、年に

230万立方メートルを見込んでおりまして、ほとんど同額で見込みました。それで、簡易水

道収益につきましては、件数につきましては、前年度同額の320件を見込みました。それで、

給水量につきましては、先ほど申しました一部の大口使用者の給水量が減っていますので、

前年度が12万立方メートルでしたけれども、30年度につきましては、９万2,000立方メート

ルということで見込みました。 

  以上です。 

○委員長（笠井政明君） ほかには。 

  12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 16ページ、質問していいのかな。 

○委員長（笠井政明君） 全部だからいいですよ。 

○１２番（鈴木 勉君） 19節の委託料の2,000万計上してあるんだけれども、この水道ビジ

ョン・経営戦略というこの委託料の名目わかるんだけれども、この内容というのはどういう

形を委託しているんですか。このビジョンの内容です。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○水道課長（石井尚徳君） 平成29年度にアセットマネジメント計画を策定中なんですよ。そ

れで、３月７日までが納期であります。水道施設の今後30年間の更新需要と財政収支の検討

をしております。その結果を見まして、平成30年度には経営戦略として経営の基本計画を作
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成する予定です。 

  それと、もう一つ、その経営計画と一緒に将来にわたって水道を安定的に提供していくた

めの水道施設の整備計画をつくる予定です。また、もう一つが水道ビジョンとして、結局と

りあえず10年先までの将来を見据え、水道の理想像を示すとともに取り組むべき方向性とそ

の実現方策を考える予定です。 

  以上です。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 課長のお話の中で、こういうことを委託調査しているんだよという

形がわかったんだけれども、長期にわたるもので、中間報告とかというのは出てこないんで

すか。今は、その段階として、こういう取り組み方をしていかないと将来にわたっての備え

ができないとかというそういう中間報告的なものはないんですか。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○水道課長（石井尚徳君） 昨日の山田議員の大綱質疑の中において、町長のほうから答弁が

されたと思うんですけれども、一番の問題が白田の浄水場をどうするのかと、更新するのか、

建てかえるのかというのが財政的な問題では一番でかいんですけれども、それと同時に３号

井戸と平成27年度、28年度に掘削をしました水井戸をどういうふうに使っていくかというこ

とで、平成30年の８月に３本の水井戸を同時に用水をしまして、その水源の影響調査を実施

します。それで、水がどういう格好なのかということを確認しまして、その内容と白田浄水

場の方向性につきまして、８月ごろその結果を踏まえまして、町会議員の方たちと御相談を

したいですけれども。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかった、ありがとう。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

  ほかには。 

  10番。 

○１０番（藤井廣明君） 今の水源の影響調査を委託するという話は、18ページの資本的支出

の中の調査費という中に1,852万8,000円を計上しているんですけれども、この委託料のこと

でよろしいんでしょうか。そのように理解してよろしいですか。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３１分 
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再開 午前１１時３１分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  課長。 

○水道課長（石井尚徳君） そこのところ、５目の調査費の関係ですけれども、先ほど申しま

した稲取地区水源の影響調査として500万円ぐらい計上してございます。 

  それと、もう一つが白田川の水利権の更新許可の申請のほうをするんですけれども、その

関係の委託料が212万7,600円です。それとあと、もう一つが管路図の関係なんですけれども、

紙ベースでつくっているんですけれども、それを電子化というか台帳システムのほうを導入

する予定なんですよ。それが1,140万円になります。 

  以上です。 

○委員長（笠井政明君） 10番。 

○１０番（藤井廣明君） 関連してなんですけれども、そうしますと、稲取の水源調査500万

円というふうなものは、例えばどういう調査か具体的にイメージできないんですが、ボーリ

ングの調査なのか、稲取の水源調査というふうにおっしゃいましたので、それを500万円ぐ

らいにというふうにいうと、余り大きな工事ではないわけで、それも調査の費用の内訳とい

いますか、内容といいますか、委託はわかりますけれども、水源探査するのかとか、ボーリ

ング掘るのかとか、その具体的な少し。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○水道課長（石井尚徳君） ３号井戸に関しましては許可済みなんですよ、もう。平成27年度

と28年度に掘削した水井戸は出ることがわかっているんですけれども、同時に３本を用水、

ポンプアップして３つの水井戸に影響がないか、どれぐらいの量がポンプアップをして、上

がってくるかという確認の調査を８月の２週間程度試験をするということですけれども。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

○委員長（笠井政明君） ほかは。 

  12番。 

○１２番（鈴木 勉君） ５ページの資本的支出の中で、建設改良費として１と２と３がある

わけですけれども、この１と２の内容はどういう内容でこの予算が計上されているのかな。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 
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○水道課長（石井尚徳君） １目の原水及び浄水施設整備費につきましては、浄水場の関係に

なります。原水なものですから、浄水場の関係になります。それで、２目の簡易水道施設整

備費の関係につきましては、大川地区の簡易水道の関係になります。３目はそのほかの町内

の配水関係になりますね。配水及び給水施設整備費になりますけれども。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 工事の内容はどういう内容になるんですか。どういう工事をするの

ですか、それぞれ。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○水道課長（石井尚徳君） 全部で12件なんですけれども、１個ずつあれですか。 

○１２番（鈴木 勉君） いや、いいですよ。大体。ごめんなさい、質問の範囲が広過ぎたみ

たいだけれども、浄水場においては、ここのこういうことを修理するんですとかと、そうい

う事業計画があるんじゃないかなと思うんです、ここ。 

  ちょっと休憩して。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３６分 

 

再開 午前１１時３７分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  課長。 

○水道課長（石井尚徳君） 最初の原水の関係になるんですけれども、白田浄水場のろ過機の

整備工事とか、浄水場のろ過流量調整弁の取りかえ工事とか、あとは取水場の浄水場遠方監

視装置の設置工事、それと浄水場の調整ポンプの取りかえ工事になります。 

  それと、次の簡易水道の関係ですけれども、大川浄水場の逆栓ポンプの更新工事、それと

大川浄水場の遠方監視装置の改良工事、それと町道下谷戸線の配水管の布設がえ工事。 

  それと３目の配水の関係ですけれども、白田浜の配水管布設がえ工事、町道稲取天神原線

の配水管の布設がえ工事、それと町道入谷天城線の拡幅に伴う配水管の布設がえ工事、それ

と湯ケ岡山田水路の配水管の布設がえ工事、それともう一つが片瀬の都市計画内の配水管の

布設がえ工事となります。 
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  以上です。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） その下の企業債の償還金というのがここに計上されているんだけれ

ども、去年より今年のほうが増額して返済するような形を感じるんだけれども、これはどう

いうことでしょうか。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○水道課長（石井尚徳君） 企業債の償還金に関しましては、総体的な金額は変わらないんで

すけれども、こちらのほうの償還額が増にはなっていますけれども、３条のほうの利息のほ

うが少なくなっているということなんですよ。総体的な金額は変わらないです。 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

  ほかはありますか。 

（「暫時休憩」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４０分 

 

再開 午前１１時４７分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  12番。 

○１２番（鈴木 勉君） ８ページをお願いします。 

  ８ページの中の未収金として、ここに計上されているのが5,500万計上されているんだけ

れども、これについて、どのような形の中でお金をもらいに行っているのかなというのがお

話しできますか。集金だよね、要するに未収金に対してどのような形で集金しているのかと

いうことですけれども。 

○委員長（笠井政明君） 中山係長。 

○水道課業務係長（中山美穗子君） 未納者に対しては、督促状と停水等を主に行っています。 

  過去集金のできない人に対しては、停水等を行いながら、支払いのお願いをしております。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 一つの経済的な落ち込みであったり、観光の低迷だとかによっては
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大口の滞納者というのは私はあるのかなと考えるんですけれども、現状的にはそういう大口

の滞納者とかというものも勘定して、こういう形の数字が出てくるわけですか。この計上し

た理由。 

○委員長（笠井政明君） 係長。 

○水道課業務係長（中山美穗子君） 大口も個人も含めて請求はさせてもらっています。現在、

大口の滞納者は過去に比べると多くないので、ほとんどが過年度交付金になっております。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

  以上です。 

○委員長（笠井政明君） ほかはございませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第29号 平成30年度東伊豆町水道事業会計予算についてを採決いたします。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

決しました。 

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

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

望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） なしと認めます。 

  これにて、水道会計は終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１１時５１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（笠井政明君） それでは、休憩を閉じ、再開をいたします。 

  本委員会に付託されました議案第27号 平成30年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算につ

いてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。質疑の対象を歳入歳出全部といたします。 

  質疑ありませんか。 

  10番。 

○１０番（藤井廣明君） これは本体的にはテングサの会計かと思うんですけれども、現在テ

ングサの水揚げあるんですか。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 昨年度なんですけれども、御承知のとおり、それを本業とし

ていらした海女さんがお亡くなりになったということで、去年は試験的に潜った分の水揚げ

ということになりまして、392キロとなります。28年度が１万547キロありましたので、もう

前年度対比96.3％の減ということになりました。ですから、去年は試しということで、今年

からはもう少し商売的に成り立つような形でできるような体制を整えていく予定ではおりま

す。 

○委員長（笠井政明君） 10番。 

○１０番（藤井廣明君） 本年度は、何人ぐらい従事する予定なんですか、見通しとして。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今、地域おこし協力隊のほうで１名雇っておりまして、あと

はっきりしたことは聞いておりませんが、稲取出身の女性が３名ほど今年から潜るというよ

うなお話は聞いております。 

○委員長（笠井政明君） 10番。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。今の件、いいんですが、今年は15万円ぐらいの減少

になっているかなと思うんですが、総予算で。これも減少の理由についてお尋ねしたいと思

いますが、どうですか。 
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○委員長（笠井政明君） 課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 先ほどもありましたが、テングサ事業の配分金のほうで、昨

年度の当初予算９万7,000円だったのが３万円を見込んでおります。それで６万7,000円の減、

それから稲取旅館組合に雛のつるし飾りのむかい庵の駐車場として貸しております土地の貸

付料が60万から51万7,000円に下がっております。これにつきましては、今年改定というこ

とで、３年ごとに料金改定を行うというような取り決めになっておりますので、その分の減

少ということになりました。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（笠井政明君） ほかは。 

  12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 少し話、聞かないと、委員長が大変じゃないの。 

  去年あたりからテングサのことに関しては、ダイバーが面潜から、今度はアクアラングの

ほうの形になるとかといって、それから協力隊がとかも去年は１名確保したとかという話聞

くんですけれども、現状はどうなんですか。今、これからテングサをとりに行くときにはそ

ういう人たちがもう稼働しているんですか。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 一応今年の見込みとしましては、３万円の配分金を見込んで

いるんですけれども、これはあくまでも希望ということで、大体の計算しますと、去年が

392キロで26万8,800円の売り上げでした。３万円いただくためには、大体１％が配分金にな

りますので300万円ぐらいの売り上げをしてほしいということで、そのためには5,000キロの

水揚げがあると大体３万円の配分金があろうかということで、これは希望的な観測なんです

けれども、先ほども申し上げました４名の稼働でそのぐらいいってもらえればいいなという

ところもあります。 

  それで、去年は１回だけしか試しの潜りをしなかったんですけれども、そのときは委員長

さんの大きな船で操業したものですから、小回りがきかなくて、浅瀬のほうに回れないとい

うのがあったので、今年はもう少し、中古ですけれども、小回りがきくような船を購入しよ

うかというお話があります。ほかの協力隊もそうなんですけれども、車を借りている場合に

は、レンタカーのお金は出しますので、そういう形で船に対してもレンタル料を町からお支

払いすることができれば、多少購入の後押しといいますかなろうかなと思っていますので、

そういうこともちょっと考えております。 
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○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） その面潜も現在稼働しているのかな、面潜はやっていないんだよね。 

（「全くやっておりません」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） そうすると、今ここにある予算をしている数字というのは、あくま

でも去年から変わったアクアラングのほうでとったテングサという形の中で判断していいわ

けですよね。 

○委員長（笠井政明君） 10番。 

○１０番（藤井廣明君） それに関連してだけれども、アクアラングで入る場合は、静岡県漁

業調整規則か何かで本当は規制されるはずですよね。その許可はとってあるんですか。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） それにつきましては、個々の漁業組合で規則を改正すればい

いということで、そこら辺の法規制はクリアされています。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（笠井政明君） ほかはありますか。 

  12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 話が深くなるのは余り避けたいんだけれども、テングサとる漁業権

とかということに関しては、私たちも口出せないんだけれども、そこら辺の変化というか、

僕たちは誰でも潜ってもいいんじゃないかなというふうな時代が来たのかなと思うんだけれ

ども、そういうわけにはいかなくなっているんだよね、まだ。 

（「言っていいですか」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 答弁は要らないよね。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 漁業権、やっぱりありますんで、船を持っている方が漁業者

で、漁業権を持って、その方に雇われて、潜って、採取するという形で漁業権守っていると

いうそういうふうな解釈なんで。あくまでも雇われ人で。 

○委員長（笠井政明君） 12番。 

○１２番（鈴木 勉君） 暫時休憩してくれませんか。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時０８分 
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再開 午後 １時１４分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  じゃ、質疑なしと認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第27号 平成30年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算についてを採決いたし

ます。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

決しました。 

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

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

意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） なしと認めます。 

  これにて、稲取財産区特別会計予算については終了いたします。 

  続いていきます。 

  本委員会に付託されました議案第28号 平成30年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算に

ついてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を歳入歳出全部といたします。 

  質疑ありませんか。 

  ５番。 
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○５番（西塚孝男君） 歳入のほうですけれども、今年はこれを見てみると、やはり電気を売

っている金が全部の経費よりいわゆる補助金も繰出金の169万6,000円ということは、こうい

う金がこれからやっていくと、ずっとそういう金が続くのかという問題を聞きたいんですけ

れども。 

○委員長（笠井政明君） 課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 繰出金の内容とその継続性ということでよろしいですか。 

○５番（西塚孝男君） はい。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 繰出金につきましては、今、目的は町がエコリゾートタウン

を推進しておりますので、それに関連する事業に対する財源ということで、今年につきまし

ては、アースキッズ事業というのを各小学校で教育をやっているんですけれども、それの負

担金とそれと温泉熱と小水力発電の施設の管理業務委託料に充てています。 

  従前は、太陽光発電の個人宅に設置するものについての補助金であったりとか、電気自動

車がありますけれども、あれを買ったりとかそういうものでずっと繰出金をしてきまして、

累計で7,500万円ほどやってきました。 

  しかしながら、今も２号機はとまっているような状況で、かなり厳しい状況になりますの

で、今年も予算上は計上させてもらいましたけれども、やはり途中で売電収入のぐあいによ

りましては、自分のところの会計、今年で最後の借金の返済になりますので、それまで厳し

くなるようなことになりましたら、やはり途中でそれを減額補正するというような可能性も

ありますので、そこら辺の御理解はいただきたいと思います。 

○副委員長（藤井廣明君） 委員長。 

○委員長（笠井政明君） そこのところで、今年で償還が終わって、今年というか30年度で終

わるんですけれども、そこから先の取り壊し基金への積み立て予測というのはどんな感じか

なというところでひとつ教えてください。 

○副委員長（藤井廣明君） 課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 一応返済は終わっても、20年間が大体の風車の対応年数と言

われておりますので、それまでは運用していく予定ではおります。 

  年間2,200万ほどの償還金がなくなりますので、順調にこれが運用できるようであれば、

１基当たり2,000万と言われております撤去費用、全部で5,000万ぐらいかな、その撤去費用

は賄える予定でおりますけれども、ただ今の状況を見ますと、故障が頻発しておりまして、

２号機もとまっていて、原因を究明しているところでありまして、それについて、またお金
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がかかるということであると、もうかなり逼迫した状況になってきますので、現在抜本的な

対策として、ベンチャーキャピタルの会社と具体的に今後、この事業を継承していただくよ

うな話し合いを持っています。 

  当然今の３基では老朽化して、今後、継続していくことが難しいということがありますの

で、また新しく、今また建設費用が大分以前に比べて安くなっておりますので、効率のよい

ものをそちらの資本で建てて、町が出資して、配当を受け取るような形を今、実証実験とい

いますか、そういう事業を進めていくことに対する検証を行っております。 

  その会社については、金融会社から紹介してもらった会社ですので、その金融会社が認め

るような事業内容ではないと事業の執行はできませんので、我々としては、かなり信用をし

た上で、合同検証をしているというのが現状です。 

○副委員長（藤井廣明君） 委員長。 

○委員長（笠井政明君） そこの計画ってなかなか言えない部分もあると思うのですけれども、

目安というか、目標というか、いつぐらいに合意をして、その方向、検証してやるとすれば

いつぐらいから新しいものに建てかえてという感じですよね、今の話聞いていると。いうふ

うな計画というのがあれば、ちょっと教えていただけるかなと思うんですけれども。 

○副委員長（藤井廣明君） 課長。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 実は、検証についての合意といいますか、合意書は交わしま

した。町のほうでは、金銭的な提供は一切しないで、情報提供であったりとか、行く行く土

地の提供をするということで出資というような形で参加するというような話でやっています。 

  向こうもかなり乗り気でやっていますので、とりあえず今年１年うちのほうで頑張って、

償還をして、それがきれいになった後に事業化できるような形をとりたいなと思います。具

体的にいつ建ててというのがまだこれからの話なんですけれども、とりあえず今の償還金は

町の責任で返して、きれいになった時点でというようなことで考えております。 

  休憩していただければ。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時２２分 

 

再開 午後 １時３０分 
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○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほかに質疑はありませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

  これより議案第28号 平成30年度東伊豆町風力発電事業特別会計予算についてを採決いた

します。 

  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

決しました。 

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

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

希望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） なしと認めます。 

  本日はこれにて、延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３２分 

 

再開 午後 １時３３分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 
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  先ほどの延会を取り消しさせていただいて、以上で本委員会に付託された案件の審議は全

て終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  なお、委員長報告書につきましては、３月８日の本会議前に事前に皆さんにお示ししたい

と思います。来る３月７日９時半より検討いたしたいと思いますので、御出席お願いいたし

ます。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 １時３３分 
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特別会計予算審査特別委員会（第３日目）記録 

 

                    平成３０年３月７日（水）午前９時３２分開会 

 

出席委員（６名） 

     １番  笠 井 政 明 君      ５番  西 塚 孝 男 君 

     ６番  内 山 愼 一 君     １０番  藤 井 廣 明 君 

    １２番  鈴 木   勉 君     １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（なし） 

 

議会事務局 

議会事務局長 向 井 青 一 君   
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開会 午前 ９時３２分 

 

○委員長（笠井政明君） おはようございます。 

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

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

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

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時３２分 

 

再開 午前 ９時４８分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  委員長報告書について訂正及び追加等はございませんか。 

（「全般やりますか、１つずつ会計ごと」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） １つずついきしょうか。 

  まずは、国民健康保険特別会計予算についてはいかがでしょうか。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時４８分 

 

再開 午前 ９時５１分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ６番。 

○６番（内山愼一君） 来年から制度の改正があるもので、その関係のことに質問したと思う

もので、それについて質疑事項の中に加えていただければと思います。 

○委員長（笠井政明君） この意見については大丈夫ですか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） では、それで。 

  追加させていただきます。 

  国民健康保険は、あとは大丈夫そうですか。 

  10番。 

○１０番（藤井廣明君） 内容的な問題じゃなくて、この書き方といいますか、その他質疑の

対象となった事項で、今の内山さんの入れるのもいいんですけれども、「質」というふうに

やっていくんですけれども、これ「質」というふうに言うの、何かちょっと違和感があると

思うので、括弧にその他質疑の対象となった事項となっているわけでしょう。「質」としな

いで、そこは丸とか１とか、何かその辺の記号のほうがわかりやいんじゃないかなと思うん

ですけれども、どうですか。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５２分 

 

再開 午前 ９時５４分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  次に、後期高齢者の部分でいかがでしょうか。 

  よろしいですか、ここは。議事録の中で見てもそんなにたくさんはなくて、ほとんど入れ

ているかなと思うんですけれども。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） 介護保険のほうへいきたいと思います。 

  介護保険のほうはどうですか。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時５６分 

 

再開 午前１０時０４分 
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○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ６番。 

○６番（内山愼一君） 介護の認定の期間が延びたということなもので、それについて、質疑

があったら、どのようで、それについてを、文言を若干変化させても構いませんから追加し

てください。 

○副委員長（藤井廣明君） 委員長。 

○委員長（笠井政明君） その他質疑のところに関して、地域支援の内容というのを１つ追加

をさせていただきたいと思います。 

  ほかはよろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） 次は、稲取財産区特別会計予算についてです。 

  ここも、ほかに、一応確認をしていただいて、どうですか。 

  よろしいですか、財産区。 

  ６番。 

○６番（内山愼一君） 今後の見込みの中に、３行目の４名の稼働というものがあるじゃない

ですか、その内訳というか、30年度は何人従事するかということのものが議事録に書いてあ

るけれども、その中で、地域おこし協力隊が１名、稲取出身の女性４名と書いているところ

もあるもので、そのちょっと内訳を載せたらどうかと思うんだけれども。 

○委員長（笠井政明君） この４名の稼働というのを、地域おこし協力隊１名、稲取出身の女

性が３名従事する予定。 

○６番（内山愼一君） それをくっつけてもらったらどうかな。今まで、そういう人いなかっ

たから、そういうことが大事だから。あとのことは、別に構わないんだけれども、内訳を。 

○委員長（笠井政明君） どうですか。 

（「いいと思います、４名の内訳ですね、頭につければいいですか」の

声あり） 

○委員長（笠井政明君） だからここの４名のあれですよね、内山さん。 

  ４名の稼働でというところを、地域おこし協力隊が１名、稲取出身の女性が３名従事する

予定でということでいいんですね。 

  わかりました。 

  ほかはありますか。 



－5－ 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） よろしいですか。 

  じゃ、すみません、風力発電事業特別会計。 

  ここもいいですか。 

  10番。 

○１０番（藤井廣明君） ここに、一般会計にこれ繰り出しているんですよね。繰り入れとい

いますか、それに関しては、みんなちょっと違和感があるんじゃないかなとちょっと思って

いるんで。ここにも答弁の中で、償還額の年間2,200万円がなくなれば、撤去費用が5,000万

円と言われているので、捻出することは可能であるという答弁があるんですけれども、その

ように撤去費用に対して、やはり金がかかるということがわかっているわけですから、それ

を全然、風車基金というふうなものがあるのに、積み立てしないで、一般会計のほうに繰り

出してしまうというは、ちょっと何か抵抗があるんではないかと思うんで、もしあれでした

ら、要望で結構ですので、例えばこの先、今後の歳入については不透明なため、撤去費用を

見据えて、基金への積み立てを積極的に行っていただきたいと、基金への積み立てを行って

いただきたいというふうな文言を入れたらどうかなというふうに思うんですが、どうでしょ

うか。 

○委員長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１４分 

 

再開 午前１０時４３分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  先ほど、10番、藤井委員からの意見に関しましては、１回今委員会が閉じているというこ

とで、ちょっと追加できないということでしたので、御了承ください。 

  それと、あとはその他質疑の対象になった事項で、一般会計繰出の内容と今後の見込みと

いうものがあるんですけれども、こちらを主な質疑の対象になった事項に追加をしたいと思

いますが、こちらに関しては、どうでしょう。御意見ありますか。 

（発言する人なし） 

○委員長（笠井政明君） なければ、追加をさせていただきたいと思います。 
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（「はい」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 風力発電事業は、ほかにはございませんか。大丈夫ですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） すみません、最後に水道事業会計予算について確認をお願いします。 

  13番。 

○１３番（定居利子君） ちょっと細かい点ですけれども、総係費の節委託料というのは、こ

の節というは載せなきゃいけないですか。総係費の委託料のほうが聞こえがいいんじゃない

んですか。その下の資本的支出の節なんで、これ総係費は19節なんですけれども、これただ

総係費の節委託料となっているから、節は要らないんじゃないですか。 

（「意味不明なんだよね、それ入れちゃうと、19節委託料ということ」

の声あり） 

○１３番（定居利子君） これ19節委託料なんです。 

○委員長（笠井政明君） これ入れるんだったらあれですよね、19節とか、入れたほうがいい

のかなと思うんですけれども、どうでしょう。 

（「要らないよ」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 要らないですか。 

  19節委託料じゃなくて、総係費委託料でいいですか。 

  わかりました。じゃ、下も同じでいいですか。 

○１３番（定居利子君） 下も同じ、はい。 

○委員長（笠井政明君） はい。 

  ほかはよろしいですか。 

  ６番。 

○６番（内山愼一君） ２番目の質問だから、一番最後に、議会の皆さんと相談したいなんて

ことやめたらどうかな。証拠を示してもらっていることで、当然議会と相談するのは当たり

前のことだから、課長が言ったけれども、白田浄水場の方向性を示すというかということだ。

議会の皆さんと相談したなんでことやめちゃって、当然相談をしなきゃならない。 

○委員長（笠井政明君） どうなんだろう。 

○６番（内山愼一君） 一番下。 

  議会と相談しますなんてことはみっともないよ。 

  課長が言ったことだから。 
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  方向を示す、示します。 

○委員長（笠井政明君） 問題ないかと思いますが、どうでしょう、いいですか。 

（「いいです」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） じゃ、方向性を示すという形で。 

  藤井さん、いいですか。 

○副委員長（藤井廣明君） 委員長。 

○委員長（笠井政明君） ごめんなさい、僕、昨日議事録やっていて、あれなんですけれども、

その他の質疑のところに勉さんが入れた企業債の増加の要因とかはいいですか、今見ていて、

あれかなと思ったけれども。その他の質疑にこれ入れてもいいなと思ったけれども。要らな

いですか。 

○副委員長（藤井廣明君） 企業債、どんな話ししましたか。 

○委員長（笠井政明君） 企業債が昨年より増加になっている要因はというやつです。 

○副委員長（藤井廣明君） じゃ、質問の事項の中に入れるということで。 

○委員長（笠井政明君） その他の質疑に入れたほうがいいのかなと、ちょっと思っただけな

んですけれども。 

○副委員長（藤井廣明君） 皆さん、どうでしょうか。 

○委員長（笠井政明君） ６番。 

○６番（内山愼一君） それならもう一つの、未収金の集金についても入れたらどうかな。 

○委員長（笠井政明君） じゃ、３つにするということですかね。 

○６番（内山愼一君） これ、今、督促状だけじゃなくて、停止をはっきりして、停止申請を

出して、実際とめているところもあるから、そういうこともちょっと書いてやったらいいん

じゃないかな。 

○副委員長（藤井廣明君） 企業債の件に関しては、入れるということでよろしいですか。 

○委員長（笠井政明君） どうですか。要らないですか。 

○副委員長（藤井廣明君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） 企業債は、こういう聞き方したらあれだけれども、答弁の仕方は同

じ金額をなすんだけれども、利息が減った分だけ元金の返済が増えていますという言い方な

んだよ、これ。だからそんなには大事なことじゃないんだよ。 

○副委員長（藤井廣明君） じゃ、入れないということでよろしいですか。 

○委員長（笠井政明君） はい、いいです。 



－8－ 

○副委員長（藤井廣明君） じゃ、委員長のほうへ返します。どうぞ。 

○委員長（笠井政明君） さっきの未収金の集金方法はどうしますか。これも載せるだけ載せ

ますか。 

（「質疑の対象になったやつだから、入れてもいいんじゃない」の声あ

り） 

○委員長（笠井政明君） じゃ、わかりました。これは、じゃ入れましょう。 

  ほかはございますか。 

  10番。 

○１０番（藤井廣明君） 連続して聞いているんであれなんですが、この稲取地区水源影響調

査の500万1,000円についてなんですけれども、それについて、何ですか、これと聞いたんで

すけれども、その水源調査ではなくて、水質調査だみたいな話だったんですよね。これの内

容、みんなわかるかなという感じなんですけれども、いいですか、これこのままで。もしあ

れだったら、その他質疑の対象となった事項で、稲取地区水源影響調査について。 

○委員長（笠井政明君） この書いてあるあれかなと思ったんですけれども、平成30年８月ご

ろにというのは、水源影響調査というのが500万ですよね。 

○１０番（藤井廣明君） 500万で３つの水質を今まで上がって…… 

○委員長（笠井政明君） 水質じゃなくて、用水……。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５３分 

 

再開 午前１０時５６分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほかはありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） じゃ、なしで。 

○１０番（藤井廣明君） ３つだね、質問が３つ、あ、２つか。 

○委員長（笠井政明君） その他質疑は２つで。 

○１０番（藤井廣明君） はい、了解です。 
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○副委員長（藤井廣明君） じゃ、よろしいですか。 

  じゃ、なしと認めます。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１０時５８分 

 

○委員長（笠井政明君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

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

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、特別会計予算審査特別委員会を閉会

することに決しました。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午前１０時５９分 


