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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３０年９月１３日（木）午後１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） 

 

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午後 １時３０分 

 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 皆様、お疲れのところ、ありがとうございます。 

  それでは、これから特別会計決算審査特別委員会を開催したいと思います。 

  それでは、直ちに委員長の選挙を行いたいと思います。 

  東伊豆町議会委員会条例第９条第２項の規定に基づき、私が臨時委員長の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  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、特別会計決算

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会をいたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙方法につきましては投票と推薦がありますが、いかがいたします

か。どちらにしますか。 

（「推薦で」の声あり） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） ただいま推薦の声がありました。 

  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

うことに決定をいたしました。 

  お諮りします。指名の方法につきましては、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。 

  暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 １時３１分 

 



－3－ 

再開 午後 １時３２分 

 

○臨時委員長（鈴木 勉君） それでは、休憩を閉じまして再開をいたします。 

  委員長に13番、定居君を指名します。 

  お諮りします。ただいま臨時委員長が指名しました13番、定居君を委員長の当選人と定め

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（鈴木 勉君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました13番、定

居君が委員長に当選されました。 

  ただいま委員長に当選されました13番、定居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。 

  13番、定居君に委員長就任の御挨拶をお願いいたします。 

○委員長（定居利子君） ただいま推薦いただきました定居です。議事がスムーズに進行され

ますように、皆様方の御協力のほどよろしくお願いをいたします。 

○臨時委員長（鈴木 勉君） ありがとうございます。 

  これで私の役目は終了いたしました。御協力ありがとうございました。 

  委員長には恐れ入りますが、委員長席にお願いいたします。 

  暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 １時３３分 

 

再開 午後 １時３５分 

 

○委員長（定居利子君） それでは、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（定居利子君） 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

とにいたしました。 
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  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（定居利子君） 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。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３５分 

 

再開 午後 １時３５分 

 

○委員長（定居利子君） それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

  副委員長に６番、内山君を指名いたします。 

  ただいま委員長が指名しました６番、内山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（定居利子君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました６番、内山

君が副委員長に当選されました。 

  ただいま副委員長に当選されました６番、内山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。 

  ６番、内山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（内山愼一君） 今、委員長から指名があった内山ですけれども、委員長さんを補

佐して、会議もスムーズにいって、それから、報告なりはうまくまとめたいと思っています。

よろしくお願いします。 

○委員長（定居利子君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３６分 

 

再開 午後 １時３７分 
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○委員長（定居利子君） 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（定居利子君） 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、明日は午前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。 

  明日は午前９時30分より開会しますので、よろしくお願いいたします。 

  延会をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

延会 午後 １時３７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３０年９月１４日（金）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 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 企画調整課長 遠 藤 一 司 君 

企 画 調 整 課 
管 財 係 長 岡 田 賢 一 君 

企 画 調 整 課 
企 画 係 長 兼 
地域振興課長 

岩 崎 名 臣 君 

水 道 課 長 石 井 尚 徳 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   

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午前 ９時３０分 

 

○委員長（定居利子君） ただいまの出席委員は６名で、委員定数の半数に達しております。

よって、特別会計決算審査特別委員会は成立いたしましたので、開会いたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

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

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

所のページをお願いいたします。御協力のほどよろしくお願いいたします。 

  本委員会に付託されました議案第52号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  まず、質疑の対象を歳入全般といたします。 

  質問の際、決算書のページ番号を質問するようお願いいたします。 

  質疑ありませんか。 

  ページ数におきましては、決算書の７ページから18ページ、それと成果説明書のほうは、

94ページから99ページまでですので、ごらんになってください。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時３２分 

 

再開 午前 ９時４０分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） 歳入につきましては、一応、予算を立てるときには、このぐらいで

見込めるんじゃないかなといった当初予算を組むと思うんです。それに対して、大体、収納

率は、これぐらいは収納したいなという数字が出ると思うんです。それで決算のときに、そ

れと比較してどうでしたかなという動き、見積もったとおりに収納できたかどうかというの
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は、そこら辺の状況はどうなんですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 予算を立てるときには、収納率を、一般ですと

90％、退職ですと92％で予算を組んでおりまして、29年度の決算の最終的な収納率としまし

ては93.72という形で、予算よりは最終的には。 

○１２番（鈴木 勉君） これ、現年だな。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 現年です。 

○１２番（鈴木 勉君） これは、要するに見込んだ以上によかったということだよね、収納

率が。そういう結果に話がいくんだよね。わかったよ。 

  今のことではなく、ここに滞納という言葉があるんですけれども、滞納を回収するために

は今、整理機構というのができたわけなんですけれども、今の話の中でいくと、現年度の収

納率は上がっているんだけれども、収納率が上がっているということは、それだけ現年度に

対しては滞納は少なくなってきたというふうになろうかと思うんだけれども、過年度におい

てのも含めて、そういう回収機構というものの評価、世の中の中で滞納すると何かうるさい

から一生懸命納めろよとかという、そういう風潮というのが今回はあらわれているというこ

となんでしょうか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 現在ですけれども、静岡県のほうの滞納整理機構があり

ます。まず、全県でやっている滞納整理機構があります。それと別に、賀茂圏域のほうで協

議会という形で、滞繰のほうを整理していくという協議会を１市５町でつくっております。

現在ですけれども、協議会のほうで滞繰分につきましては移管という形になりまして、調査

をし、差押等も順次行っているという形になりますもので、その点で滞繰分につきましても

収納率のほうは上昇しているという状況です。 

○１２番（鈴木 勉君） 今ここにも繰り越しの滞納の収納率が出たりしているわけなんです

けれども、こういう人たちにとって、回収機構なんかが、自主的に役場へ持っていって納め

てくださいとかという運動が、そういう事務的な形が行われてきたという実績あるんですけ

れども、そういうものに対して町民の方たちが、どれぐらい自主納付、そういう形の中のあ

らわれというのは、現実なものあるんですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 税の収納ということですけれども、税については本来、自

分で納付するということが大前提となっていますので、今言われようとしたのは、例えば臨

宅とかそういうものの徴収方法とか、いろいろという形かなとは思うんですけれども、現在

は、納めに来てくださいというのが原則です。ですから、ほとんどの滞納の方は、役場ない
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し支所、そういうところ、税を納めている場所に出向いて納めるという形になっています。

あとは口座からの振りかえのというような形で、そういうような収納方法という形で、特に、

おうちに行って、取りにいくとかという形では、今は方式がちょっと違ってはきています。 

○１２番（鈴木 勉君） 俺、３回やったよな。一応１人３回というんじゃなかったか。 

○委員長（定居利子君） 一括３問まで質問をしてくださいということですから、よろしいで

すよ。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の話を聞いたりしていても、やはり一生懸命納めてくれる人と、

納めるのにも、なかなか生活苦があったりして納め切れないとかという人がいるわけじゃな

いですか。滞納という形の中の要因というのはさまざまなものがあろうかと思うんだけれど

も、一生懸命納めたくても、やはり生活的なものとしてなかなか納めることができないよと

かという、そういう人たちにとってのコミュニケーション、どうしたら納めていただけます

とかは、納める人にも、当局側の役場のほうの人にしても、やはり人情だとか、そういう配

慮があるんじゃないかなと思うんだけれども、そういう形というのは、滞納が始まったりし

ている人たち、過去にもあるんだろうけれども、今年も新しく滞納し始めた人たちにとって

は、そういうコミュニケーションというのはとられているんですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 一応、協議会のほうで、滞納している方にはい

ろいろ通知とか出して、その方たちに来てもらったり、電話とかしてもらうような形で話を

する機会を増やしているような、協議会ができてからは特にそういう傾向が多いんではない

かと思います。それプラス、協議会のほうでいろんな、その世帯の預金の調査とか等を行っ

て、その世帯がどんな状況かというのもあわせてやっているので、そういうのも含めて徴収

率とかも上がっているような状況がうかがえるんではないかと思っております。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の答弁を聞いても、ここで終わりじゃないじゃないですか。今の

そういう話の、今年度のこの決算の中でのお話になるんですけれども、それを将来につけて、

どうしていったらもっといいんじゃないかなというとか、そういうところにも考え方がある

のかな。だから、今言ったような話聞いて、これで終わりではなくて、来年に向けてはこう

いったらもっといいんじゃないのかなという、そういうものあるのかなということを聞いた

んだけれども。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 今後に向けてですけれども、当然、収納率はまだ上げて

いかなければならないというのは、税の公平性という面から考えればそういうことになって

いきますが、当然、協議会のほうもきめ細かな調査も行っておりますので、所得が本当に少
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ない方とか、資産が何もない方というのは、調査をした結果、欠損という形で税を落とすと

いうことも出てきますもので、その辺は丁寧な形で対応していくことになろうかと思います。 

  ただ、ある程度調査をして、資産があるとか預金があるとなると、それでも相談とかがな

い方については、差押とかそういうものは厳しくなってくるかとは思いますけれども、その

ような対応になっていくかと思います。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

○１番（笠井政明君） すみません、今のになるんですけれども、ちょっと一つ教えてもらい

たいのは、29年度現年課税分で不納欠損が、額少ないですけれども出ている理由は何でしょ

うが一つです。あとは、収入未済額が結構あるんですけれども、件数的なのが大体どのくら

いかわかれば教えてください。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 現年度の不納欠損につきましては、外国人が国

外に転出した税金の部分を欠損しているような形になります。これは７人で16件。 

  収入未済額につきましては、現年の2,745万8,108円につきましては1,586件、滞納繰越の

7,763万4,706円につきましては4,819件となっております。 

○１番（笠井政明君） ごめんなさい、僕の知識があれで。外国人の場合というのは、外国行

っちゃうともう追っかけられないということなんですかね。というのが一つと、やっぱり収

入未済額、件数聞くと結構あるんですけれども、回収は先ほどのあれでありますけれども、

どうですか、見通しとしては。どんな感じになってきそうですかというのをちょっと聞きた

いと思います。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 一応、国外転出してしまうと、もう追っかけ切

れないような状況になります。 

  それで、収入未済額につきましては、協議会と協力して、できるだけ収入未済額等が少な

くなるように、今後も預金調査等をして収納を協力して行っていきたいと思っています。 

○１番（笠井政明君） じゃ、そこのところで、あと直近で不納欠損しなきゃいけない件数と

いうのは大体ざっくり、ちょっとごめんなさい、29年であれなんですけれども。年々、不納

欠損、大体同じぐらいの金額なんですけれども、今後は増えていく感じは予想はされるんで

すかねという。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 年々、欠損していくので、少しずつは減ってい

くような形になるんではないかと予想されます。 
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○１番（笠井政明君） 了解です。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

○５番（西塚孝男君） この前、伊豆新聞に、いわゆる差押、普通貯金を差押て、そこから全

部引かれていて、もう何も残っていなくて生活に苦しいんだというようなのが載っていまし

たけれども、我が町も、普通貯金とかを差押て引いちゃうということはあり得るんですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 先ほどからありましたように、預金調査等を行

って、預金から差押で押さえてしまうということはあります。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 結局、差押というのは、滞納額に満ちるまでという形に

なるもので、もし通帳にお金があれば、その残っている金額は全て押さえるという形になっ

てしまうので、変な話、10万あれば10万丸ごとということになります。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

○１２番（鈴木 勉君） 成果表のほうの、さっきの94ページのほうを私見て、今、笠井委員

の話の中でのものを聞きながらちょっと質問してみたいなと思ったのは、29年度の予算の中

では3,800万の予算があるのに、調定では１億1,800万あって、そういう増えた要因というの

は、今のお話の中にあったものとして、ちょっと僕もよく聞き取れなかったというところあ

るんだけれども、この増えた要因は何ですか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 予算のほうなんですけれども、調定額というのは、今現

在、未済になっている金額全部なんです。予算のほうは、一応、徴収率を32％で予算のほう

は見ているもので、100％全ての予算をとっていないもので、予算のほうは3,800万なんです

けれども、実際、調定額としては１億1,800万ということでなっております。徴収率を32％

ぐらいという形で予算は…… 

○１２番（鈴木 勉君） 要は、増えたから下の数字がでかくなったという。掛け率、大体

32％ぐらいの滞納来るじゃないかというやり方は変わっていないということですよね。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 32％ぐらい集められるだろうということですので、実際

は調定額の金額が滞納としてあるんですけれども、予算とすればその32％ぐらいは集められ

るだろうということで予算を組んでいるもので、ここで大きな差が出ております。 

○１２番（鈴木 勉君） ちょっとしつこいような質問で申しわけないんだけれども、一番最

初に当初予算を組んだときの数字に対しても、収納率からいくと大体そのうちの１割ぐらい

は集まんないんじゃないかなという数字で、ここに滞納の見込みという数字が出てくるとい
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うことですか。一応、予算額というところでちょっとお話聞きたいんだけれども。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 滞納繰越、単年度の金額ということではなくて、滞納の場

合はずっと繰り越されているもので、今までの積み上げが。 

○１２番（鈴木 勉君） 累積に入っているということ。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） はい。累積で調定があるんです。その累積で調定がある中

の、29年度だったら29年度にどれくらいの滞納繰越に調定されたものを集めることができる

かということで、予算を立てるときに32％というような数字でまず予算を組みます。それに

対してこの29年度の場合は34.6％という収納率だったということです。ですので、単年度で

29年度に発生した税が、30年度に滞納繰越に今度なるわけですけれども、そのときには今、

滞納繰越で残っているものも引き続きそこに合算されていくので、調定額というのは累計と

いう形になります。予算はあくまで単年度で収支するものでというようになっています。 

○１２番（鈴木 勉君） これを含めてあるということな。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） はい。 

○１２番（鈴木 勉君） 前年度は、こっちは。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） はい。 

  よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。 

○１２番（鈴木 勉君） はい、わかりました。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

  歳入のほうはよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 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。 

  次に、質疑の対象を歳出全般といたします。 

  歳出は19ページからですので、32ページまで。 

○１番（笠井政明君） ページでいったら23、24、成果表の94、両方合わせて聞こうかなと思

いますけれども、出産育児一時金がちょっと増えているんですけれども、この要因を教えて

いただきたいというところと、あとは成果表のほうを見ると、高額療養費が前年度に比べて

減っている、療養給付費も減っているという、この要因はちょっと教えていただきたいと思

います。 
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○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 出産育児一時金につきましては、平成28年度が

９名で、平成29年度16名なもので、７名分が増という形になっております。 

  それで、療養給付費と高額療養費につきましては、ここにも被保険者が減っているという

ことが要因として考えられると思われます。 

○１番（笠井政明君） そうですか。了解です。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） コンビニ収納が始まって、かなり成果が上がったというふうなこと

があるかと思うんですが、20ページに13、コンビニ収納代理執行業務委託料とあるんですが、

これ、１件あたり幾らか１回聞いたことあるような気がするんだけれども、ちょっとその点

と、それから全体の収納の中でコンビニ収納がどのくらい寄与しているのかなということ、

ちょっと教えていただけませんでしょうか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） コンビニ収納の１件あたりの手数料につきまし

ては、１件56円で、56円に消費税がかかってくるような形になっています。 

  あと、もう一点のコンビニ収納がどのくらいの収納かというのは、ちょっと今、資料がな

いもので、あとで回答させてください。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

○委員長（定居利子君） 10番さん、よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

○１０番（藤井廣明君） コンビニに関しては、町内のコンビニというだけではなくて、全国

どこでもいいんですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 全国どこでも。 

○１０番（藤井廣明君） どこでもいいということですね。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） はい。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

○１２番（鈴木 勉君） ページの22の療養諸費の関係でちょっとお聞きしていきたいんです

けれどもよろしいですか。言葉はちょっと療養という形になっているんだけれども、要する

に病気の内容だとかという形に特定は、これ、どういう病気が該当するのかというのは聞い

てよろしいですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 療養給付費につきましては、医療費、入院、外
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来、調剤とか全部です。 

○１２番（鈴木 勉君） 全部だよね。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） はい。それで、療養費につきましては、あんま

とか、補装具とか、針きゅうが療養費です。３の一般保険者の療養費というのが、補装具と

か、あんまとか、針きゅうがその療養費という形のところに入ってきます。 

○委員長（定居利子君） すみません、中村係長、あんまと言ってはよくないよね。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） すみません。 

○１２番（鈴木 勉君） ここに不用額が計上してあることとは、前年予定したよりも減って

いると、そう理解していいわけだよね。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） そのとおりで、全体的に、先ほども言いました

けれども、被保険者が減っている関係で、見込みより金額が少なかったので不用額が出てい

るような形になっております。 

○１２番（鈴木 勉君） 減ってくる要因というのは、やはり皆さん方が一生懸命、これだけ

の健康づくりをやってきたとか、そういう形を…… 

（「特定健診」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） そういう、皆さんが行っていただいているやつの特定健診だとかの

成果があらわれて、こういう数字が出てきたという形に捉えてよろしいんですか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 当然、減っている要因の中の一部として、目には数字と

して見られないかもしれないんですが、皆さんの健康づくりとか、健診で早期に発見とかと

いうものはあろうかと思います。先ほども係長話ししましたけれども、被保険者数が減って

いるというものと、目に見えない部分でそういう皆さんの努力というものもあろうかとは思

います。 

○１２番（鈴木 勉君） この中には、精神的な疾患のある方たちも含まれるわけだよね。こ

の数字の中には。この間の新聞の中でも、障害者の雇用状況だとか、そういう形の中でも、

結構、国も数字的にはうそをついているみたいな形の中、報道されてきたんだけれども、こ

の町の中、去年の決算を迎えるに当たって、この町の中でもそういう障害者の方たちの就労、

そういうものの現状というのはどうですか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 申しわけありません。障害者の就労状況は、ちょっとう

ちの課のほうでは把握できないので。 

○１２番（鈴木 勉君） できないということ。 
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○健康づくり課参事（村上則将君） はい。福祉の担当のほうである程度は把握しているかも

しれませんが、ちょっと申しわけありません。健康づくり課のほうでは把握できておりませ

ん。 

○１２番（鈴木 勉君） ちょっと休憩してくれないかい。 

○委員長（定居利子君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１０分 

 

再開 午前１０時１１分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○６番（内山愼一君） 28ページのがん検診と人間ドックの補助金、それからもう一点は、特

定健診の関係があるけれども、それの違いというか、特定健診を受ける人たちはどういうよ

うな対象なのか。それからがん検診、あるいは人間ドックを受ける対象者というのはどう言

われているのか。それの動向というか、昨年とその前に比べてどうなっているのかどうか、

その辺をちょっと教えてもらいたいけれども。成果表では95ページになると思うんだけれど

も。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） がん検診の補助金の対象は、国民健康保険の加入者

で、胃がん検診を受けた方に対しての自己負担金の半額を、国民健康保険のほうで補助金と

して支出しているという内容になっています。 

  人間ドックの補助金は、国保の加入者の方が、人間ドックを受ける金額のある一定の額の

１万円の補助を受けるものになっていますので、受診費用から１万円を控除した額で、上限

は３万円というような制度なんですけれども、それは、人間ドックのそれぞれの病院でやっ

ている項目が全て該当するものになっています。 

  特定健診については、国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方を対象としまし

て、国のほうで検査項目が決められている内容を受けた場合に、特定健診としてみなしてい

る健康診査の事業となっております。 

○６番（内山愼一君） ということは、がんの検診と人間ドックについては、自主的に自分自

身がやりたいということならやる。それについての助成をする格好ですね。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） はい、そうです。 
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○６番（内山愼一君） 特定健診ということは、国に定められた中でやっていく不特定多数の

人たちにむしろ出してやるような形ですね。そういう理解をしていいかな。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 特定健診は、年齢が40歳から74歳で、保険者が主に

なってやるようにということで決められていますので、国民健康保険に加入している人たち

は、東伊豆町の国民健康保険で実施しなさい、社会保険はそれぞれの保険組合でやりなさい

ということになっております。 

○６番（内山愼一君） 原則論わかりました。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

○６番（内山愼一君） はい、いいです。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

○１０番（藤井廣明君） 28ページの中の保健事業費の中の、今、みんなが質問しているよう

なところの中で、その上に郵便料と書いてあるんですが、幾らでもない金額ではあるんです

が、78万7,691円。これに関してときどき私、感想を持つんですけれども、うちなんか両方

とも同一世帯でいるわけですけれども、そこに別々に封書が送られてくるんですよ。また、

結果とか、次にまたこのがん検診とかなんかも、また同じように夫婦別々に送られてくるわ

けで、同一世帯の場合は一緒に来るとかなんか、少し改革というか、すっきりできないんで

すか。あるいは、プライバシーがあるからとかなんか、そういう意味なんですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今、委員言われたように、プライバシーというか個人情報

という形の中で、個別というのが大体今の流れになっています。確かに合理的にというのは

実際にはあればとは思うんですけれども、逆に、今は個別にと分けるような方向になってお

ります。 

  それと、あと世帯を中心とした形での、例えば打ち出し、要するに納付書等そういうもの

の打ち出しに関しましても、世帯の中でもそれぞれ御夫婦でも保険者が違ったりとか、そう

いう場合もあって、いろいろパターンがそれぞれに違うものもあります。年齢によっても内

容が違ってきます。ですので、個別で、今は配付するほうが業務としてスムーズで。 

○１０番（藤井廣明君） やりやすいですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） はい。 

○委員長（定居利子君） 10番、よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） はい、わかりました。 

○委員長（定居利子君） ほかにはどうですか。 
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○１２番（鈴木 勉君） 28ページの、先ほどのお話の中の全般的に申しわけないんだけれど

も、この人間ドックだとか、がんの検診補助だとかもやってくれております。それから、特

定健診の事業もやっていただいているということは、自分たちも十分承知していますし、利

用もさせていただいているわけなんですけれども、毎年同じようなことを聞くような形もす

るんですけれども、これを利用する人たちの推移というものはどうでしょうか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 成果表の95ページに載っていまして、人間ドッ

クにつきましては１名増加しております。それでがん検診につきましては、43名減っている

ような状況になっております。 

○１２番（鈴木 勉君） 特定健診のほうはどこに載っていますか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 特定健診の推移については、成果説明書の86ページ

のほうに載せてもらってあります。 

（「一般会計というか、保健事業のほうに入っているもので」の声あり） 

○１２番（鈴木 勉君） 今の、私のほうも成果表というものの照らし合わせがなかったんだ

けれども、その数字云々ではなくて、皆さん方が、職員の方たちが一生懸命やってくれてい

るこの事業に関して、町民的には関心がどのぐらいあるのかなというのが数値にあらわれて

くるわけなんですけれども、そこら辺がまだまだ100％じゃないという形があろうかと思う

もので、そこら辺の努力もまた惜しまずにやっていただきたいなというのも、決算書を見た

ときの話でもありますし、中には、そんなこと言っちゃ申しわけないので、実例の話なんで

すけれども、悪性の病気になられた方たちに話を聞くと、俺はやったことないんだよと、今

までこういう形の中に、自分がすごく、俺は健康であって、こういうことに対しての不参加

をすごくモットーとするような人たちが、病気が発見されたときに、俺は今までさという形

があったりするというのが、これはもう実態の話としてあるわけですよね。 

  やはりそういう人たちは自己的なものがあろうから、申しわけないんですけれども、本来

でしたらそういう人をなくしたいというのが自分たちのお願いでもあるし、職員の皆さん方

がやっていくというものの、僕は目標じゃないかなと思うもので、今やっているということ

が悪いという形ではなくて、やはりもっと、申しわけないけれども、そういう人たちをなく

すという事業を行っていただきたいなと思いますけれども、よろしくお願いします。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 委員言われるように、健康寿命の延伸、それから国保の会

計をもっていくためには、当然、その医療費の削減というのは大きな目標であります。それ

については、我々も日々努力をしながら、今後も続けていきたいというふうに思います。 
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  補足ですけれども、特定健診の県の平均の受診率というのは37.4％ぐらいということで、

うちの町はかろうじて上回ってきているということで、平均よりは上ということなんですけ

れども、まだまだ目標は本当に60％以上という形で掲げておりますので、そこに近づくよう

に今後努力していきたいと思います。 

○１２番（鈴木 勉君） ありがとうございます。 

○６番（内山愼一君） 逆に、鈴木委員が言ったこともそうなんだけれども、絞られていると

思うんだよね。実際に特定健診を、俺も二、三日前も行ってきたんだけれども、前はもっと

せっかく予約で行くから、いろいろなところの形のものをつくってくれているんだけれども、

それが行っても、従来はかなり人がいたんだけれども、今はどこに行ってもいないんだよね。

だから、むしろ逆に、そこのところのものはもうやめて、もっと集約して、役場なら役場だ

とか、そういう格好のものでやってもいいような時期が逆に来たのかなという感じもするん

だよね。保健センターだとか、例えば役場だとか、あと一部、どこかでやるとか。あっちこ

っちやっても人がいないんだ。俺もずっとここのところ検診車が来るか見て、自分も行って

いるから。いないから内山さんやりますか。じゃ、やりましょうと、別のところでやったん

ですけれども。 

  だから逆に、そういうものの努力、今までしたんだけれども、むしろ来る人は集約しちゃ

っているから、場所をもう一つか二つに絞っちゃって、別の角度で、今、未健診の人たちに

アプローチするようなことも考えていくことも一つの方法かなということで考えたもので、

ちょっと余談みたいな話になっちゃうけれども、その辺どうですか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 場所によって人が少ないというのもあろうかとは思いま

す。あと、それで予約制になっているんで、予約の時間でというので、待ち時間は少なくと

いうので、ばらつきはあるかもしれませんが、例えば入谷の地区とか、地区によっては受診

者が少ないところもあろうかと思うんですけれども、ただ、町の40％を超えた高齢化率を考

えると、やはり自宅から役場に来るということが困難になってくると、近いところでの健診

というものも必要になってくるとは考えるもので、ちょっとその辺でどちらをとるかという

ので、また考えなければいけないところかなとは思っております。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） 実態があるものだから、実際に、行く人は確実に行くような格好にな

っていると思うんだよ。その辺のところを考えたときに、今、車の社会だから、ちょっと遠

くても、役場だとか保健センターということがあって、何しろ混まなきゃいいということだ
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と思うんだよね。だから、あちこちやるということについてが、実際に自分が行ってみて、

検診車が２台来ても誰もいないんだよ。そういう格好のことだから、その移動の費用も無駄

になってくると思うし、逆にそういうものを、来ない人たちに力を入れることをどうしたら

いいかということのほうが効率がいいのかなと感じをしているものだから、そのような発言

したんだけれども。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 健診場所と、それから効率という話で、今、御質問されま

した。うちのほうもちょっと健診日、それから場所、統計、そういうものをもう一度見直し

て、事業に向けて精査していきたいと思っています。 

○６番（内山愼一君） わかりました。 

○１２番（鈴木 勉君） 先ほどから私、申し上げているのは、やはり健診率をもっと上げま

しょうねという話なんですよ。その一つの対策として、内山さんが言われた方法もあろうか

と思うんだけれども、僕なんかは逆に、今の方法の中で、その地域の方たち、僕なんかはず

るいからすいているところを探して行ったりするという、車で動ける人はそうなんだけれど

も、今の高齢化が来てくると、やはり自分の近くにあったときに行きたいというのがあるか

ら、できれば、今の一括のああいう広報の仕方もあろうかと思うんだけれども、できればそ

の地区に、二、三日前から立て看板みたいなもので、ここでこの日に胃がん検診があります

とか、こういう検診がありますという告知の張り紙とか、看板だとかが、その小さな地区の

中であって、もう高齢者の方たちにも無料ですとかなんとか、サービスの項目まで書けたら

いいんじゃないかなと思うんだけれども、僕はそういうものもやってみる必要があるんじゃ

ないかなと思うんですけれども。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 今の告知ということで、具体的な、例えば二、三日前から

の地域的な広報とか、そういうもの御意見、またうちの課内で検討させていただければとい

うふうに思います。 

○１２番（鈴木 勉君） よろしく。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） これ、国保に属さないのかな。肺炎球菌ワクチンの補助が、たしか

町でしていると思うんですけれども、国保からじゃないですか。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 一般会計です。 

○１０番（藤井廣明君） 一般会計のほうから。了解です。 

○６番（内山愼一君） 成果表の95ページの一番下のジェネリックの関係だけれども、ジェネ
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リックのことについて受け付けしない業者さんもあったり、それから、勧めてくれるお医者

さん、あるいは、逆に薬局なんかでも同じような格好で、どうですか、こういう薬があるけ

れどもということも話していて、ばらばらなんだよね。だから、その辺のところが従来と比

べて進んでいるのかどうか。今、うちの方は薬の中で、ジェネリックについて何％ぐらいあ

るかどうか。その、二、三年の経過を教えてもらえますか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） ジェネリックの、ちょっと金額はわからないん

ですけれども、ジェネリックのほうにしているのは、平成29年度で49％ぐらい。 

○６番（内山愼一君） ここまでいっているとは思わなかったけれども、約半分ぐらいいって

いるわけだね。確かに自分なんかも定期的に薬もらうから、極端に言えば、今まで１カ月な

ら１カ月１万円なものが、半分ぐらいになっちゃうんだよね。だから、そういう点では病院

にもかかりやすくなるし、薬も安くなるから、ぜひこれは進めてもらいたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

（「僕らはいいけれども、委員長どう。まとめるのに大丈夫」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 大丈夫です。 

（「最後にちょっと１点聞いておきたいんだけれども」の声あり） 

○１０番（藤井廣明君） 何かうちの町の子供の虫歯にかかる率、罹患率が悪いというふうに

聞いた覚えがあるんです。非常に重要なことじゃないかなと思うので、これにもう少し力入

れてほしいなと思うんですけれども、成果表なんかを見ても、95ページで見ますと、歯科に

かかるのが若干減っている、12.51％減っているというふうな、前年と比べてなっているん

で、逆にもう少し力入れて、何らかの形でその予防とかなんかに医療費を増やすべきじゃな

いかという気がするんだけれども、減っているということは、かかる人が減っているから費

用が減っているという意味でしょうか。 

（「子供が減ったんだよ」の声あり） 

○１０番（藤井廣明君） 子供が減った、単純に。予算から見ると多少減っているんですけれ

ども、予算というか、かかった費用から見ると。逆にこれは、町としては増やすような形で

もっともっと子供の虫歯罹患率を減少させていくべきじゃないかというふうな方向を考える

んですが、その辺はどんなふうなあれになっていますか。 
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○健康づくり課参事（村上則将君） この歯科の医療費ですけれども、あくまで国保の方の医

療費になるもので、子供の歯科の健診等の部分については、一般会計のほうで保健事業とし

て事業はしておりますので、そこはすみません、補佐のほうから。 

○健康づくり課長補佐（柴田美保子君） 子供の虫歯が多いというのは、藤井議員さんがおっ

しゃるとおり、問題になっているところでありまして、学校と保健のほうとで、健康づくり

課のほうで対策のほうを立てていく方針です。また、保育園については、フッ素洗口のほう

を29年度から始めまして、30年度は幼稚園のほうにも始めていますので、少しずつですけれ

ども、保健事業の対策は行っているところです。 

  あと医療に関しては、予防的に歯科医院に通院するということを、必要なことですので、

それはまた今後どのよう進めていくかというのは、また検討していきたいと思います。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第52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（定居利子君） 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52号 平成29年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決いたします。 

  本案は原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定すること

に決しました。 

  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（定居利子君） なしと認めます。 
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  ちょっと暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３４分 

 

再開 午前１０時３７分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  それでは、15分ぐらい休憩をいたしますので、55分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３７分 

 

再開 午前１０時５２分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  本委員会に付託されました議案第53号 平成29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。 

  質疑の対象を歳入歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

  成果表は100ページですので、お願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５３分 

 

再開 午前１０時５５分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○１番（笠井政明君） ６ページのところの収入未済額の件数とか、不納欠損の内容とかちょ

っと教えていただきたいと思います。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 収入未済額の関係ですけれども、現年が、件数
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ですけれども、281件で68人、滞納繰越のほうが400件で105人となっております。 

  不納欠損につきましては、トータルで146件となっておりまして、その内訳が、時効によ

る徴収権の消滅が83件、即時欠損が63件となっております。 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

  ほかにはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 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（定居利子君） 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53号 平成29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（定居利子君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定すること

に決しました。 

  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（定居利子君） なしと認めます。 

  以上で後期高齢者医療特別会計を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５７分 
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再開 午前１０時５８分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  本委員会に付託されました議案第54号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を歳入全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

  成果表は101ページから109ページまでです。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５９分 

 

再開 午前１１時０４分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○６番（内山愼一君） ６ページの不納欠損金の額834万8,400円があるわけだけれども、この

内容については、これは監査のほうの報告の中にちょっとした記載がある。30ページに記載

があるんだけれども、時効によるものとあるけれども、この136件の内容について、それを

ちょっと教えていただけますか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 成果説明書の107ページのほうに状況があ

るんですけれども、136件の内訳につきましては、お亡くなりになった人が18件、あと転出、

職権消除がそれぞれ２件ずつ。生活困窮ということで生活保護になられたような方が16件、

あとその他ということで98件というような形になっております。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） 今、107ページを説明してくれたんだけれども、死亡ということは、

これは本人が死んでしまって、例えば扶養していた人だとか、同じ世帯の人が払う義務とい

うことはないのかな。その辺はどうなのかな。本人が死亡した場合。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 本来は相続というのが、プラスのものもマ

イナスのものも発生するというようなことはあると思いますけれども、ここの場合ですと、
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やはりどうしてもほぼ独居とか、亡くなられてもそれ以上のところ認められないというよう

な形で、御家族の方等もいらっしゃらない方が多いです。 

○６番（内山愼一君） わかりました。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

○５番（西塚孝男君） １ページの雑収入が21万7,000円となっていますけれども、雑収入と

いうのは。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 雑収入につきましては、14ページにあるん

ですけれども、15万8,120円が収入済みとなっておりまして、その他の３万5,000円というの

が、生活保護で40歳から65歳の方は県の介護保険で受けるような形になります。町ではない

ものですから、県のほうが町に要介護認定の審査の委託を受けることになりまして、それが

１件5,000円で７人分、生活保護の40歳から65歳の方の要介護認定を受ける委託料として１

件5,000円の７件分受けているのが３万5,000円と、あと介護予防運動指導利用者負担金とい

うのが、介護予防教室を受講している方の体力測定を委託しておりまして、その利用者の負

担金が１件1,080円ありまして、それを年度当初と、あと年度の終わりに実施しまして、ど

れだけ体力が向上したかというのを本人に通知するような形でその事業を行っているんです

けれども、その利用料が１件1,080円で、利用者が延べ114ということで12万3,120円。合計

15万8,120円を雑入として受けております。 

  以上です。 

○５番（西塚孝男君） わかりました。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

  歳入はよろしいですか。 

  藤井さん、よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） この介護保険料に関しては、各市町でちょっと違うと思うんですけ

れども、個人の。うちの場合はどうなんですか。１人当たりどのくらいの金額で、他市町と

比べてちょっと高い低いなんていうふうな、二、三の例、示していただければうれしいんで

すけれども、どうでしょうか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 介護保険料につきましては国が定めていま

して、前年の所得等に応じて９段階に分かれています。これはどこも同じです。大きい市に

よっては十何段階、さらに細かくしていますけれども、基本的には９段階。月額の基本料と
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いうのをそれぞれの町で定めることになっております。うちの町の場合は、4,840円が月額

の基本料となっておりまして、これを12掛けて、基準段階が５段階で５万8,000円というの

が基準になります。これで掛ける、安いほうは0.5とか、0.75とかというような。高いほう

は1.25とか、1.75というような形で９段階に分かれております。 

  この保険料の段階につきましては、29年度は27、８、９と３年間、保険料が計画の中で設

置するような中でしたので同じ段階でしたけれども、県内で見た中でも、比較的低い保険料

のほうに部類すると。ほかの市町が幾らかというのは、ちょっとすぐには出てこないんです

けれども、割かし低い保険料だったというふうに記憶しております。 

  以上です。 

○１０番（藤井廣明君） 関連してなんですが、例えばこの前、河津はかなり引き上げて、

1,600円から上げるんだというふうな、介護保険料、という新聞記事。あるいは下田なんか

も500円ぐらい上げるなんていうふうな報道があったものですから、うちの町はそういうあ

れがないものですから、比較的安く済んでいるのかなというふうに思っていましたものです

から、今の答弁でちょっと安心したんですが、その辺の安く済んでいるといいますか、抑え

ている要因というか、その辺は何か思い当たるところとか、努力とか、課としてもあれはあ

りますか。見解は。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 介護保険料につきましては、３年間の介護

保険の事業計画というものの中で、今後の３年間の給付の見込みというのを立てて、それで

被保険者の方は、今現在ですと給付の23％を保険料で見込むというような形になっておりま

す。それを人数とか、36カ月で割って、さっき言った一月の基準ベース額とかというのを定

めていくんですけれども、その３年間の給付が今のところ余り伸びていない、割と横ばいの

ところなものですから、今回、この30年から32年までの計画についても給付をそんなに伸ば

さないで計画を立てて、あと被保険者の数なんかも勘案したところ、保険料は据え置きで見

込めたというような形になります。 

  やはり大きな要因としては、給付が伸びなかったというのが一番大きいんですけれども、

年齢的にもまだ比較的うちの町は、65歳以上の高齢者の中でも認定を受ける人というのは、

割と75歳以上、80歳以降になってから認定を受ける方が多いものですから、比較的元気な高

齢者の方が多いのではないかと。その結果、給付が伸びていないんではないかというような

ことを推計して、保険料据え置いたというような形になります。 

  あとは、予防のほうでそれぞれいろいろな教室をやっておりますので、そういった効果も
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あるのではないかというようなことで見込みました。 

  以上です。 

○委員長（定居利子君） 10番、よろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） ひとえに健康づくり課の努力もあるんじゃないかと。お疲れさまで

す。 

○委員長（定居利子君） 質疑ありませんか。 

○１２番（鈴木 勉君） ２ページの歳入でちょっとお聞きしたいんだけれども、一番上にあ

ります保険料の収入２億9,700万という、ちょっとけつがあるけれども、これが今年度の収

入済額になるわけなんですけれども、ここにどのぐらいの滞納があったのかな。それをお聞

きしたいな。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 収納状況の詳細につきましては、成果説明

の107ページに記載させていただいております。収入の未済額につきましては、普通徴収の

ほうで746万800円と、あと滞納繰越分で2,064万1,900円。普通徴収の分では、人数的にいい

ますと188名の方。滞繰分については193名の方というような形になっております。 

○１２番（鈴木 勉君） 特別徴収というのは、保険料からの天引きになるわけですよね。普

通徴収というのが、皆さんが、こちらに、役場のほうに払い来てくれる人たちのことをいっ

ているんじゃないかなとは思うんですけれども、その人たちが大体滞納の要因になる。ごめ

んなさい、言い方がちょっと申しわけないんだけれども、天引きされる人たちは、いただい

た年金をどう使っているかということは別としても天引きになってしまう。だから100％の

収納率になるんだけれども、滞納されてくる人たちは、自分たちの生活要因に応じては滞納

が生じていくという形が出てくるんだけれども、問題は、そういう滞納をしている人たちは、

全て死ぬまで健康だという形はないんだろうと思うんだけれども、もし自分がそういう介護

のお世話になったりするとかという状況も生じると思うんですよね。そういうときには、そ

ういう滞納している人たちというのはどういう対応になるんですか。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 滞納の期間に応じて給付の制限というのが

かけられます。ですから、通常の方はサービス利用が１割で受けられるところを、滞納期間

に応じて３割で受けるような形で制限がかかるというような、滞納の状況に応じてですけれ

ども、なります。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の話を聞きますと、やはり滞納していく人たちという現状の、今

の経済状況とか、そういう分析も必要だろうと思うし、そういう人たちにとっても、今は健
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康だろうかもわからないんだけれども、将来的なことを考えると、やはりちゃんと納めてい

ただかないと、そのときが来たときには大変な、自分がサービス受ける状況にとっても、こ

れだけの弊害が出てきますよとかという認識はあるのかね。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 普通徴収になる方の条件というのがありま

して、これは65歳に到達した半年から１年ぐらいの間、特別徴収に変わるまでの人と、あと

は無年金者、年金がない方、あるいは年金があっても18万円以下というような方等の条件に

よって普通徴収か特別徴収かというのは決まります。普通徴収の対象者というのは年金がな

い方ですから、生活するのがまず優先というような形になって、まず所得については生活費

が先で、その後は、もし病気になったらというので、健康保険の保険料を納めるのが先。ど

うしても最後が介護保険料というような形になってしまいますので。 

  夜間徴収などで滞納を回っている世帯は、いいよ、俺はそういうところは健康だから、介

護なんて厄介にならないからいいよ。払わないよという方、どうしても多いのが事実で、実

際にも生活がいっぱいいっぱいでということで、一応、制度として給付の制限とかが、いず

れなったときにはかかることもありますよという説明をして、なるべく納めていただくよう

にということは説明はするんですけれども、そこまでお金が回らないということで、なかな

か納めていただけないというのが現状です。 

○１２番（鈴木 勉君） 介護保険を納める人たち、40以上か。40歳から介護保険の対象にな

るわけだよね。ということは若い人たちというのは、今言ったみたいに、将来のことをいう

と悪いんだけれども、納めようかなという気持ちはなかなか。今、俺は健康だよというほう

が先じゃないかなという気持ちもするんだけれども、これは分析していないよね。どれぐら

いの年代の人たちが滞納しているのかという、その滞納分析の内容。年齢別の滞納者という

のは統計とれていないよね。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） そこまでは、年代的なところまではとれて

いないです。 

○１２番（鈴木 勉君） 若年層というんではなくて、先ほどのお話の中でも、高齢者が特に

普通徴収の中で滞納していくというのは、生活状況、収入状況が悪いという形になるじゃな

いですか。そこら辺の改善はこの課には関係ないんだけれども、町としたらそういう人たち

はまた、もしかしたら将来、民生委員の世話になり、生活保護者のほうに移行していくとい

う状況が増えていくような、経済状況が悪いのかなという気持ちもするんだけれども、それ

はごめんなさい、答弁要らないよ。これはこの課と関係ないから。だから、今の滞納者とい
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うやつを分析していくと、今健康なんだけれども、将来、65過ぎて、本当に自分が実働して

稼ぐ金がなくなってしまえば、無年金でもあるし、生活保護を受けようかなというほうに移

行していくんじゃないかなという、ちょっと懸念もするんだけれども。これはごめんなさい、

質問とは関係ないもので。 

○委員長（定居利子君） じゃ、歳入のほうはよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 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。 

  歳出は、介護保険の15ページからです。成果表のほうは101ページからです。 

  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（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○１２番（鈴木 勉君） 16ページにあるシステム改修業務委託料が計上されているんだけれ

ども、この内容は何でしょうか。このシステムというのは。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） こちらにつきましては、介護保険の制度改

正に伴いますシステム改修ということで、介護係で使用しております介護保険のシステムに

つきまして、３年に一遍、保険料の報酬改定というのが国のほうであって、それに対応する

ものであったりとか、制度の改正に係るシステムの改修というような形になります。 

○１２番（鈴木 勉君） 保険業務のほうの、処理システムのほうのことですということだよ

な。この機能は。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） そうです。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

○１２番（鈴木 勉君） はい。 
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○１番（笠井政明君） 18ページと、あとは20ページの中の居宅介護福祉用具購入費用と、あ

とは住宅改修費、去年に比べて出している金額が減っているんですけれども、件数等々が減

ったのが要因だとは思うんですけれども、何件あったとかちょっと教えてください。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 29年度の福祉用具の購入費のほうにつきま

しては36件です。昨年が41件でしたので５件ほど減っております。 

  そして、住宅改修につきましては、29年度が26件。昨年が29件でしたので３件ほど減って

いるような形になります。 

  以上です。 

○１番（笠井政明君） ありがとうございます。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２９分 

 

再開 午前１１時３５分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○６番（内山愼一君） 認知症で、実際に行方不明になるような方がいらっしゃると思うんだ

けれども、そういうものが、件数が何件なのか。それから、どういう役場のほうの対応とし

て、要項だとか、あるいは起こった後の対応をどうしているのかとか、その辺について御質

問します。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 平成29年度で行方不明になって捜索の依頼

をかけた件数は、昨年度はゼロ件でした。 

  対応といたしましては、高齢者の安心見守りネットワークというようなものをつくってお

りまして、徘回のおそれのある方が登録していただきまして、その登録事業所の方が、もし

その方が徘回をしていなくなった場合は、事業所の方が探していただくというような、そう

いったネットワークづくりをしております。 

  あとは、高齢者の声かけ訓練ということで、高齢者の方が、町内とか、銀行さんですとか、

マックスバリュさんといったそういった事業所に、ちょっと何度も来られたりとか、大量に

物を買ったりとかというような方がいらっしゃったときに、どういったふうに声をかけてい
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ればいいかとかいった訓練を実施して、見守りネットワークの体制をつくっております。 

  以上です。 

○６番（内山愼一君） わかりました。ありがとうございます。 

○委員長（定居利子君） ほかにありませんか。 

○１番（笠井政明君） 成果表の102なんですけれども、要介護認定の申請状況なんですけれ

ども、昨年度に比べてちょっと減っているのと、それに伴って要介護の度合いも合計人数も

若干減っているんですけれども、高齢化率は上がっている関係があるんですけれども、この

辺ちょっと説明してもらいたいのと、それに伴って、老人ホーム、あとデイサービス関係の

受給者数も減っているという感じですかねというところでちょっと教えていただきたいと思

います。 

○健康づくり課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 要介護認定の申請状況で更新のところが減

っているというような形になるんですけれども、要介護認定の認定期間というのは、介護度

とか、この申請の区分に応じて６カ月から２年の間で、６カ月、１年、２年というふうな形

で決めておりますので、人によっては１年で２回、更新申請とかというのをかけたりとか、

場合によっては２年一遍で更新申請がいいというような形があるものですから、年によって

ばらつきがあるというようなことと、あと、毎年65歳以上の方の死亡した人数というのをち

ょっと確認しているんですけれども、ここ何年も200人を超えています。その中で認定を受

けている人の人数をちょっと確認したところ、28年度というのが114人で、29年度が138人と

いうことで24人ほど増えているものですから、ちょっとその方たちの更新がなかったりとい

うような要因もあるのではないかというふうに思われます。 

  要介護の認定者数の減少につきましては、制度改正に伴って、地域支援事業の中で総合事

業というのが始まりまして、程度の軽い方は、認定を受けなくてもデイサービスとか訪問介

護というような、受けられるような形になったものですから、そちらの総合事業の対象者と

いうのは25人ほどいるというような形で、移行したという人数が含まれているの減というふ

うに考えております。 

  それに伴いまして、各サービスの人数につきましても、地域密着とか施設というのは、施

設やサービスにつきましては増えていないものですから横ばい。地域密着もという。居宅の

ほうが、そういった総合事業に移ったところの人数等の減少によって多少は減っているんで

はないかというふうなことだと思われます。 

○委員長（定居利子君） ほかにありませんか。 
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○１２番（鈴木 勉君） 成果表の104ページにいろいろな事業が掲載されているんだけれど

も、この事業を遂行するについて、施設は十分足りていたのかなということを質問してみた

いなと思っている。教室を開催する施設ですよね。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 予定した教室ということで開催をされているので、施設に

ついては足りていたという形で考えています。もちろんここに載っかっている中で上から３

つ、104ページの４つまで、ここまではアスド会館で行われていた教室ということで、その

うちの上から３つはプールを使った教室という内容です。今後は、別の形という感じで捉え

てはいますけれども。 

○１２番（鈴木 勉君） 104ページの成果表の中で、私たちが見て質問しやすいから、これ

を見るんですけれども、流水の筋トレだとか、水中リクラゼーションの教室、これは、今、

教室の開催場所としたら、29年度はアスド会館のプール使ったのではないかなと思うんだけ

れども、こういう教室の計画については、やはり今後どうするのかなと思うんだけれども。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 定例会の中でも代替の施設の話とか等出まして、まだ模索

中ということではありますけれども、町長も言われたように、年度内ぐらいには何とか方向

性を見出したいというような答弁があったかと思います。その中で今現在は、当然、プール

を使っていないわけですから、プールのない教室ということで。そこでこの教室で得られる

効果、あるいはその教室で果たす目的なものを、陸上のプログラムの中で果たすように今、

されているということで、私どものほうの案内としましても、例えば一番上のハッピーアク

アエクササイズ、このような教室に参加されていた方は、この教室に参加するといいですよ

というような案内をさせていただいて、今年度については募集をさせていただいております。 

  今後については、年度内いろいろ、まだ模索をしながら、新年度についてはまだ白紙の状

態で今後、考えていきたいというふうに思っています。 

○１２番（鈴木 勉君） よろしく頼みます。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

○５番（西塚孝男君） 今に関連してですけれども、参加人数、一番上の29名。これは参加人

数ではなくて、登録人数ですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 要するに、実人数という形です。参加者が何名かという。

要するに登録と言われております。そういうことです。この教室にやりますと言った人が何

人かということです。 

○５番（西塚孝男君） というと、大体月３回、見てみると３回から４回ぐらいの開催で、こ
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の人数を消化していたということですよね。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 大体教室については、週１回の開催という形で行っており

ます。 

○５番（西塚孝男君） 週１回。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） はい。 

○５番（西塚孝男君） 週１回だと１回の人数というのは結構少ないことですよね。そうする

と、これからのそこの模索、プールの、民間とかいろいろところを探したときに、数字って

あるわけじゃないですか、１回１日に来る人の数というのが、今までは漠然として多い数だ

ったからどこかというんだけれども、そのようにもう少し詳しく、１回に来る、大体人数と

いうのが、もし多ければ、教室を月に５回とかにすれば、小さいところでも補っていけると

いうような感じはできるということですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 細分化という形では、対応するスタッフの問題等もありま

すけれども、そこ少しちょっと精査しなきゃならないかなというふうに思います。というの

は、教える側についても、例えば水中の場合ですと、疲労度は、お風呂に入っているような

形になってくるので、単純に参加者だけにプログラムをさせるということではなくて、教え

る側もプール等に入ったときの疲労度というのはかなりあるので、順繰り、順繰りという形

になってくると、１教室に１講師というような形でプログラミングしていかないと、恐らく

は厳しいかなというふうに思われるので、細分化、細かな人数で数をということについては、

時間の問題もありますけれども、そこはプログラムは精査できるかなというふうに考えます。 

○５番（西塚孝男君） じゃ、今、３つあるわけですよね。プール使った、今までのやった経

過の。これはみんな同じ日にやったということですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） 全部別々の日。 

○５番（西塚孝男君） いいです。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

  質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これをもって、議案第54号に対する質疑を終結いたします。 
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  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（定居利子君） 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54号 平成29年度東伊豆町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを

採決いたします。 

  本案は原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定すること

に決しました。 

  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。 

（「あります」の声あり） 

○１０番（藤井廣明君） これに関しては、今、質問があったように、介護予防事業に関して

かなりの成果があったというふうな、成果表での見解でもあります。今回、必ずしもプール

でなくてもいいんですけれども、プールが廃止したことによって、陸上でもできるような教

室というふうなものをもっと充実させていくというふうなことをしていただきたい。 

  というのは人数も、昨年155人募集していたのが、今年度は100人なわけですよね。そうい

った点で、そこから申し込んでも行けないという人がいるわけです。ですから、週に一遍、

そこに行って仲間としゃべったり、体操しながら、プールに入りながら遊んでいたという生

活のリズムになっていた人たちが、実際、行けなくなると非常に行き場がなくなって、閉じ

こもったりなんかして、結果的に介護のお世話になるみたいな形があるものですから、ぜひ

この事業に関しては、鋭意、健康づくり課としては努力を続けていってほしいというふうに

思います。よろしくお願いします。 

○委員長（定居利子君） ただいまの10番の意見を、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） 

○委員長（定居利子君） 報告書に意見をつけることにいたしますか。 
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（「はい」の声あり） 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

  異議なしと認めます。よって、委員長報告書に意見を付することに決しました。 

  以上で介護保険特別会計を終了いたします。 

  御苦労さまででした。 

  午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時４９分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  本委員会に付託されました議案第57号 平成29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。 

  よろしいですか。全部ですので、お間違いのようにお願いいたします。 

  質疑ありませんか。 

○５番（西塚孝男君） ４ページの、今、分析の中で最大稼働率が55.4％となっていますけれ

ども、今、現状の施設が非常に老朽化して危ないという中で、これからの、やり直すとか、

稲取地区のボーリングを掘った井戸を使うとかという中であったときに、仕分けしたときに、

白田の浄水場というものの建てかえというのは、小さくても済むようになるのかなと。 

○水道課長（石井尚徳君） 昨年度にアセットマネジメント計画というものをつくりまして、

その中の推計なんですけれども、30年後には給水人口が、平成28年度末と比較しまして53％

まで落ち込む。それと、平均の給水量が55％まで落ち込むという数字が出ております。 

  それで、一応、30年度に水道ビジョンとか、経営戦略とか、施設整備計画をつくっている

んですけれども、その中において検討をしているんですけれども、白田の浄水場の本体部分

が、20年後には27億から28億円程度かかるということなんです。それで、まだ一応検討中な

んですけれども、そこまでつくるお金も当然、水道会計の場合は水道会計の中でお金を賄う

ものですから、一般会計からもらっているところも中にはあろうかと思うんですけれども、
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水道会計の中で賄うというものが原則なものですから、その数字を見ますと、建てかえると

いうことは不可能と感じているわけなんです。 

  それなものですから、一応、今日現在、検討をしておりまして、浄水場のかわりに非常に

コンパクトな浄水装置というか、そういうものもございますから、その辺の検討をしている

のと、稲取地区に、平成27年度、28年度に水井戸を掘削しまして、それプラス、今日現在の

３号井戸、それを使えば稲取地区の大体７割程度の水量が、二、三年後ですけれども、賄う

ことができるのではなかろうかという計算なんです。 

  それで、白田の浄水場から野球場の横の配水池まで、動力を使いましてポンプアップして

いるんですけれども、電気料が29年度決算で2,300万円ほどかかっているわけなんです。そ

の辺が非常にかかっていますもので、その辺の経費を削減したいですし、上水道の職員が５

人ほどいまして、人件費が年間に3,500万円ほどかかっているわけなんです。もう水道会計

として削れるところとしたらその辺しかないものですから、浄水場を小さく建設するにも、

無人化できるような浄水場を一応考えています。そういったところですけれども。 

○５番（西塚孝男君） じゃ、そういうのは30年度、来年のビジョンとしては、皆さんにわか

るような冊子かなんかできるんですか。 

○水道課長（石井尚徳君） 今、コンサル担当といろいろと検討をしていまして、19日にもお

見えになるんですけれども、ある程度の計画を今つくっていますものですから、その結果が

出ましたら、町長と相談をして、10月か11月ぐらいに全員協議会の中で説明をして、将来の

浄水場をこうしたいとか、そういった計画の中身を、中間ですけれども、報告のほうをした

いと考えております。 

○５番（西塚孝男君） わかりました。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

○１０番（藤井廣明君） 今の話の中で、小さい浄水場といいますか、無人化だというふうに

考えているというふうなことなんですけれども、その場合は、場所としてどの辺を考えるん

ですか。具体的に。 

○水道課長（石井尚徳君） 現状の白田の浄水場を改造しながら使うというのは、非常に作業

的にも大変ですし、費用も大分かかるわけなんです。それで、現状の場所につくるというの

は、新設するというのは、敷地的に不可能だと思うんです。一応の考えとして、旧百山荘の

ところへ浄水場をつくるというのも一つの考えとして持っています。 

○１０番（藤井廣明君） 了解です。 
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  ちょっと関連しますと、不用財産として百山荘跡地がずっと塩漬けみたいな形だったんで

すけれども、それはやっぱり利用したほうがいいし、今の浄水場、かなり、自分たちも見学

してきたときも、もう古いなと。あれ直すといっても、もう限界があるんじゃないかという

気がしていましたので、百山荘の跡地がまことにいいんじゃないかなというふうにも思って

いますので、ぜひ検討していただきたいなと思います。 

○水道課長（石井尚徳君） 改築の場合は、新設に比べまして費用額が1.5倍ぐらいかかるみ

たいなんです。なもので、その辺がネックですし、作業的にも稼働しながら改造というのは

なかなか大変だと、そういうふうに考えていますけれども。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。 

  ただ、百山荘は少し下になりますよね。そうすると、逆にポンプアップなんか、先ほどの

計算でいくと、70％は上で賄うんだけれども、稲取にもし送水する場合、30％はいずれにせ

よ送水しなくちゃならないわけで、そうすると、逆にちょっと低い位置だと電気代も少しか

かるのかという気がするんですけれども、どうですか。 

○水道課長（石井尚徳君） それと関連するんですけれども、まだ町長には言っていないんで

すけれども、例えば大川の浄水場が高さが270メートルぐらいなんです。高いものですから、

その水を北川地区へ持ってこようという考えも持っています。ただ、北川地区から三菱の別

荘へちょっとした道がありまして、そこにはちょっと自然流下では持っていけないかと思う

んですけれども、大川浄水場の水を、北川地区の大部分は自然流下で持ってくることが可能

だということを一応聞いております。 

○委員長（定居利子君） 藤井さんはよろしいですか。 

○１０番（藤井廣明君） いいです。どうぞ。 

○５番（西塚孝男君） 非常に努力していると。薬なんかもこれだけ36％の減とか、職員の給

料も減しているんですけれども、使っている量が減っている、収入が減ってきているという

のは明確になってきているわけですよね。３年前に水道料上げましたよね。そうすると今の

現状だと、今は少しプラスになっているんですけれども、プラマイがまたゼロになる、上げ

なきゃならないというのはもう見えているんですか。年度は。 

○水道課長（石井尚徳君） この前の水道料金の改定に関しましては、その当時、電気料が高

騰したものでマイナスになったわけですよね。そのときの料金改定の想定は、その部分しか、

多分見ていなかったと思うんです。そのときの計算ですと、平成30年度から赤字になるとい

う計算だったみたいですけれども、その辺はちょっと大丈夫だと思うんです。 
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  それで、一応、今日現在検討していますのは、今後30年間の、例えば水道管とか、浄水場

を更新した場合については、これだけの費用がかかるものですから、それには給水人口とか、

給水量が減っていくものですから、それに対する水道料金はこうなるだろうというものは、

一応は検討をしていまして数字も出ています。まだ、公表はしていないんですけれども。 

○５番（西塚孝男君） わかりました。 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

  ほかにありますか。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の話の中でも、課長さんなんかも答弁したりしてくれているんだ

けれども、西塚さんが言うみたいに、東伊豆町の利用する量が少なくなってきている。これ

は、旅館の入り込み客の状況だとか、そういう形の中での、人口減少もそうなんですけれど

も、水道の使用量がすごく減っているというのがお話の中にあったんだけれども、これから

想定される災害なんかのときに、主要施設、病院だとかそういうものを中心としたときの水

の供給なんかについてはどのようなことを考えておりますか。 

○水道課長（石井尚徳君） 正直に申し上げますと、給水車がこの町は２台ほどしかないわけ

なんです。それで、給水タンクは、例えば浄水場とかそういったところに11あるんですけれ

ども、結局、それを運ぶトラックなんかはどこかから借りてくるような形になりまして、で

すから、すぐに給水車を何十台とかというのはこの町ではできないんですけれども、水道協

会の関係で、近隣の、例えば静岡県内とかそういうところから給水車の応援が来るという、

一応、形になっております。 

○１２番（鈴木 勉君） 今、災害の協定だとかは結んであるということですか。 

○水道課長（石井尚徳君） そうです。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

○水道課長（石井尚徳君） 全国的に協定をしておりまして、例えば今年の７月とかの災害な

んかも、応援給水はできますかとか、そういうやつは全部回ってきます。ただ、やはり地域

的に九州とか、四国とか、向こうに持っていくのはちょっと給水車では大変なことは確かな

ことです。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の話の中で、だんだん深くなっていって申しわけないんだけれど

も、道路の破損状態によっては、ほかの地区からの救援もなかなか入ってこられないんじゃ

ないかという形もあったり、停電によってはポンプアップも不可能になってくるとかという、

そういう形も想定できるわけですよね。ですから今、課長さんが答弁したみたいに、できる
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限り自然流下型というものをやはり早期に実施していって、できる限りは、緊急時にも源泉

のところに行けば、町内だけでも給水車で重要施設については確保できますとかという、そ

ういう体制が確立されてくれたら、協定はあるにしても、そういう協定の人たちを、地区に

よっては孤立という形が出たときには、結構活用できるような形も考えていく必要があるん

じゃないかなとは思うんですけれども。 

○水道課長（石井尚徳君） 過去のことなんですけれども、浄水場を新設とかいう話ではなく、

水井戸を活用した上水道を運営するという話が、過去からずっと出ていると思うんですけれ

ども、過去に一応この町は６本の水井戸を掘削したんですけれども、成功したのは３本しか

ないわけなんです。１本の水井戸を掘削するのに5,000万、6,000万のお金がかかるものです

から、確実に出るということがわかっていれば、できたら水井戸をどんどん掘っていきたい

のが、一応、気持ちです。 

○１２番（鈴木 勉君） 僕らの発想の中でいくと、もちろん井戸を掘るという形の中では、

もう限度があるだろうと思うんです。だから、先ほどの大川の浄水場の拡張、それとか、も

う一つ、僕はまた原点に戻って、熊口の水源から湧き出てくる水、今、あれは自然的にあふ

れた水は全て川に戻しているんだけれども、あれを地下タンクみたいな形の中で蓄えて、そ

れをまたあふれた水はまたもちろん川のほうへと流していく。いっときは水量の減少という

のは発生すると思うんだけれども、タンクを大きくして、今のタンクの上で、今、細野高原

にあるタンクをもっと大きくして、水をもっとためて自然流下に利用したらどうかなという

のを僕は思ってもしているんだけれども、そういうのはどうでしょうか。掘るんではなくて、

湧き出てくる水をためるという意味。 

○水道課長（石井尚徳君） ちょっと休憩願います。 

○委員長（定居利子君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１８分 

 

再開 午後 １時１８分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○水道課長（石井尚徳君） 水はある程度使わないと、その辺の水質的な面はどうかという問

題がちょっとわからないんですけれども。言っていることはわかるんですけれども、たくさ
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ん蓄えていくというのはどうかというのがちょっと調べてみないとわからないんです。 

○１２番（鈴木 勉君） 委員長、ごめんね、休憩してくれない。 

○委員長（定居利子君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１９分 

 

再開 午後 １時２１分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほかに質疑ありますか。 

○１０番（藤井廣明君） これは自分で見てきたんだけれども、白田の山の上のほうにお寺が

あるんですけれども、それの脇にある水がじゃあじゃあと出ている箇所があるんだけれども、

何か調査の対象とかなんかに、取水のあれ、なっているんですか。 

○水道課長（石井尚徳君） 場所がちょっとわからないんですが。 

（「休憩してやってくれない」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２２分 

 

再開 午後 １時２６分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（定居利子君） よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 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。 

  議案第57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。 
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  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 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57号 平成29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（定居利子君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定すること

に決しました。 

  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（定居利子君） なしと認めます。 

  以上で水道事業会計を終了いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時２７分 

 

再開 午後 １時３６分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  本委員会に付託された議案第55号 平成29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。 

○１２番（鈴木 勉君） ここつい最近の話で、毎年同じような形になろうかと思うんですけ

れども、テングサ事業という形の現状についてはいろいろと、ここ二、三年の状況があるわ
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けなんですけれども、29年度においてはどういう状況でございましたか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 昨年から地域おこし協力隊で１名雇いまして、アクアラング

の操業の試しの潜りを始めたというところでございます。去年２回もぐった中で、392キロ

の水揚げがあったところです。 

  ただ、状況を聞いていますと、やはり面潜で足を地面につけてとるのと、浮かんで浮遊し

ている中でとるのとやっぱり効率が違うということで、若干まだなれは必要かなというとこ

ろがあります。昨年から女性３名ほど、ダイビングのトレーニングをして操業しようという

動きがありますが、今年については１回の操業で、まだ結果が出ていないというような状況

です。 

○１２番（鈴木 勉君） 実績からしたら、新しく取り組んでみましたよというお話だろうと

思うんだけれども、収益的に、その人たちが収穫したというものに対しては、設備投資を必

要とするわけなんですけれども、利益性は出るほどの量はとれるわけですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 今のところはちょっとそれに見合うような収穫量はないです。

今年は台風にやられて、結構、根こそぎ切れてしまったというところで、ちょっと今年につ

いてはかなり厳しい状況だということです。 

○１２番（鈴木 勉君） そうやっていくと、今のアクアラングでとるという事業の拡大とい

うのは、ちょっと考えられなくなってくるという形になるんですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 面潜に比べますと、設備投資については、個人が使うマスク

だとかアクアラングの道具だけなので、初期投資は少なくて済みますけれども、今のところ、

まだそういう技術が確立されていないので収益につながっていないというふうに考えていま

す。今後はもっと効率の上がっていくことを期待はしていますけれども。 

○１２番（鈴木 勉君） アクアラングの機材というものに対する設備費という金額と、その

人たちがとってくる収穫の量とかというものの中で、１人ずつのものが黒字が見込めるんだ

ったら、10人になったらもっといいんじゃないですかねとかという、僕ら考え方あるんだけ

れども、やはり１人ずつの、設備投資は少ないんだけれども、収穫に対する利益性が少なけ

れば、10人になってもやはり相対的なものは余り増えないねという、僕は感じがするんだけ

れども、そういう形の中でいるんだったら、もうちょっと違った、収穫量が上がる、アクア

ラングにしてももっと効率的に作業ができて収穫も上がるよとかいう、そういうことに対す

る研究はどういうふうに考えておりますか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 確かにおっしゃるとおりなんですけれども、今のところ、そ
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れが、収益性が、採算がとれるかというような判断をするまでにも至っていないような状況

が現状なんです。１隻に何人乗るかということによっても違うでしょうけれども、そこら辺

の判断材料にまだ至っていないというのが現状です。 

  それから、足が地面につくと大分違うということで、例えば、下におもりを沈めておいて、

それを足につけたりとかというような形でやるというようなことも、当然、今から考えてい

くような、ならないと思いますけれども、そこら辺までのダイバーの技術がいっているかど

うかというところが、まだちょっと不確かなところがありますので、改良の余地はあろうか

というふうには考えております。 

○１２番（鈴木 勉君） わかりました。 

（「休憩とって」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４１分 

 

再開 午後 １時４５分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 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（定居利子君） 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55号 平成29年度東伊豆町稲取財産区特別会計歳入歳出決算認定について

を採決いたします。 

  本案は原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○委員長（定居利子君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定すること

に決しました。 

  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（定居利子君） なしと認めます。 

  以上で稲取財産区特別会計を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４６分 

 

再開 午後 １時５１分 

 

○委員長（定居利子君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  本委員会に付託されました議案第56号 平成29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。 

  質疑の対象を歳入歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

  成果表は38ページ、39ページですので。決算書は一番最後です。39ページにありますので

ごらんになってください。 

○１０番（藤井廣明君） うちの町はすごい公開性が高くて、模範になるくらいインターネッ

トを通じて情報公開していたと思うんですけれども、今現在はどんなふうになっていますか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 同様に、内容についてはインターネットを通じて。 

○１０番（藤井廣明君） それこそ、１号機、２号機、３号機、それの風力収入、そういった

もの全部上げて発表していたんですよ。だから、現在もそれを継続しているかどうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） お見込みのとおりで、今もやっています。 

○１０番（藤井廣明君） 続いて、これはたしか償還金が15年というふうになっていたんじゃ

ないかなと思うので、平成30年度、今年度いっぱいくらいまで支払いが続いていたはずです
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よね。償還金の件に関してはそれで間違いないでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） お見込みのとおり、今年、2,214万4,469円を返しまして、そ

れで完済という形になります。 

○１０番（藤井廣明君） わかりました。2,214万、一番最後の年は少し安くなったわけです

よね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 昨年が2,449万2,808円で、今年は2,200万ですから、若干安

くなっています。それまではずっと同じでした。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

○１０番（藤井廣明君） たびたびで質問なんですけれども、２号機までの故障は聞いていた

んですけれども、何かさっき見ていると３号機も全然動いていないんですけれども、その辺

に関しては、やはり３号機もちょっと故障かなんかあるんでしょうか。あるいは、僕が見た

ときは風がないのかななんて思って、夏だからそう思ったんですけれども、風がある日も何

か動いていないように思うんですが、その辺に関してはどうでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 実は、今年の８月12日に落雷で事故が発生しまして、１号機

が動いているんですけれども、それを運転する分には全く問題がなく、発電もできているん

ですけれども、実は、送るのに当たりまして単独運転防止装置というのがあるんですが、そ

れは、東電自体が停電したときに、こっちで勝手に電気を発電して送ると危険なものですか

ら、それとめる装置なんです。それが、落雷によって基盤が破損してしまったものですから、

１号機は健康なんですけれども、そのせいで今とめているという形なんです。 

  こっちの本体のほうの停電がなければ別に流しても構わないんですけれども、もしそれで

とまったときに、こっちで流したおかげで向こうに事故でも起きたら損害賠償責任になりま

すので、とりあえずとめているという状況で、その基盤を直すのにやっぱりちょっと時間が

かかる部分があります。 

  一応、落雷による事故なものですから、今、２口保険入っていますので、それで対応でき

るはずですので、それを今、対応のほうを確認しているところと、それと、直すまでの休業

補償に関する保険にも入っていますので、その間の売電したであろうという収入も補償でき

ればありがたいんですけれども、もしそれにひっかからないとなると、また12月で補正をと

いうような、一般会計からというようなこともありますが、保険で直せるように交渉するつ

もりですので、そういう状況です。 

○１０番（藤井廣明君） 頑張ってください。 
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○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

○１２番（鈴木 勉君） 委員会だとかに課長のほうから説明を受けているから、自分たちと

したら、物事はわかっているつもりでいるんですけれども、一応、決算の、今日は審議とい

う形の中で、また改めて聞くわけですけれども、今あります３基、メンテナンス料について

も、実質的に稼働しているのが１基というお話を聞いているんですけれども、今お休み中の

２基も含めたメンテナンスをしていかなければならないということについては、私は、皆さ

ん方については、本当は要らないんじゃないかなというものを感じるんですけれども、そこ

ら辺はどうなんでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） そういうふうに思われることも不思議ではないんですけれど

も、先日、淡路島のほうで同じような規模の風車が倒れました。あれは三菱の全く同じ機械

で、若干向こうのほうが１年古い型ですけれども、１年前からとまっていたらしいです。う

ちの風車みたいに、ＹＡＷ制御という、風の向きによって制御するのもやめてしまったので、

それでまともに風を受けて転んだということらしい。土台がかなり小さくて、あれじゃ壊れ

るよというふうには思われていたらしいですけれども、そういうこともありますので、やは

り発電をしていなくてもその整備をしておかないと、まともに風を受けて倒れるということ

があり得ますので、大変もったいないなという気は私もしますけれども、そういう危険を回

避するためにも点検している、動かしているということで御理解願います。 

○１２番（鈴木 勉君） 委員長、今、お休み中の２基に対するメンテナンス料というのはど

れぐらいかかるのかなと思うですけれども、わかれば教えてもらいたいなと思うんですけれ

ども、わからなければまた話は進めていきますけれども、よろしいですか。わかります。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 担当で分析すればわかりますけれども、申しわけありません

が、今、持っていませんので。 

○１２番（鈴木 勉君） 今の数字が欲しいわけじゃございません。それを踏まえた中で僕は

質問していきたいなと思ったのは、この２基を撤去するのに、１基が大体どれぐらいの費用

がかかるのかなと思うんですけれども、これは僕のほうの考えで申しわけないんだけれども、

今のお話を聞いても、台風のときに倒れたりする、羽が落ちたりするという危険性を感じて

いますよという形を踏まえて中では、羽だけおろす、上の動く、羽のついている胴体がある

じゃないですか。これだけをおろすという撤去は、もしかしたらどれぐらい費用かかるのか

なと聞いてみたかったんですけれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 結局、あの羽をおろすことになりますと、相当大きいクレー
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ンを持ってきておろすことになりますので、あと下のポールを取ってということになると、

全部撤去するのとそんなに極端に変わらない費用がかかるというふうに聞いています。 

○１２番（鈴木 勉君） 残しておいたほうがいいということね。 

  １回の撤去の設備投資のお金がわかれば、私はメンテナンスを３年続けたり、４年続けて

いくという形を考えたならば、思い切って１回のもので撤去しておいたほうが、今の現状、

もう来年、全部やめてしまうんだよという形の中でいれば別ですけれども、３基とも動かな

くなっても、これからもずっとメンテナンス料を払っていかなければならないという形を考

えたならば、私は、１回の撤去費用で賄ったほうが負担が軽くなるんじゃないかと思ってい

るわけですけれども。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 鈴木委員おっしゃるとおりで、大体4,400万ぐらい撤去費用

かかるというふうに言われていまして、何だかんだで5,000万ぐらい。３基とも動かないの

に、そういうふうなメンテナンス費用をかけるというのも本当に不合理な話ですので、やっ

ぱりとめるときには、その撤去費用も含めた中でいろいろ考えた上でやっていかなきゃなら

ないということですけれども、今、民間企業のほうと合同で検証していまして、もしそっち

のほうがゴーサインが出れば、あと３年後ぐらいには撤去して新しいのを建てるつもりです

ので、そこら辺ぐらいまではやっぱりメンテナンスをしておいたほうが安いのかな。撤去費

用については、新しい事業の中の事業費に含まれておりますので、そういう約束でやってい

ますので、ですから、３年ぐらいだったらメンテナンス費用のほうが安いかなというふうな

感じはしております。 

○１２番（鈴木 勉君） 将来的な計画の中で、もし第三者が利用していただければ、そちら

のほうにも接触していきたいよという話を聞いた思いがあるんだけれども、そちらのほうは

どのぐらい進捗しているんですか。可能性はあるんですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 大分進んでおりまして、３年後以降にやるためにも、一応、

仮ですけれども、接続の申請を東京電力に出したりとか、経産省のほうにもＦＩＴ申請とい

う固定買取制度の申請を、仮ですけれどもしたり、あと会社の設立についても準備をしたり

とか、今度、特別高圧電線になるものですから、今の変電所じゃだめなものですから、ゴル

フ場の中に建っている鉄塔の下に変電所を建てるということで、もうアニマルキングダムさ

んともお話をしたりとか、かなり具体的なところまで検討していまして、調査についても外

部の機関に委託したりしていますので、お金使っていますから、かなり本気でやるつもりで

おります。だから、結構、可能性は高いというふうに思っております。 
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○１２番（鈴木 勉君） ありがとうございました。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

○１番（笠井政明君） 先ほど言ったように、今、鈴木議員が聞いてくれたのでいいんですけ

れども、３年後なんですけれども、そこの会社さんもかなり下準備をしているということな

んですけれども、一応、会社自体の財務状況とかも、見通しとかも問題なさそうで、収益シ

ミュレーションもできているという形でいいんですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 事業形態がＰＦＩ方式みたいな形になっていまして、特別目

的会社をつくって、そこが経営すると。ファイナンスについても、プロダクトファイナンス

で、この20年間の事業の収益と、それとリスクを全部図った中で、会社にではなくて、その

プロダクトに対する融資を受けるということで、それで静岡銀行と多分なると思いますけれ

ども、そういう形で融資を受けますので、町はその会社に融資するということなので、町は

リスクがないというような形になっています。 

○１番（笠井政明君） それが一番ベストだとは思うですけれども、それだけお金使っている

のであれなんですけれども、また法改正だったりとかいろんなことがあって、例えば八幡野

のメガソーラーみたいに、法が変わってきたりとかしてなくなるよといったときに、じゃ、

町で撤去しなきゃいかんよといったときに、担当課としては、最悪の場合、売却ができなか

った場合は、もう一般会計から繰り入れて即座にやるということですかね、考えとしては。 

○企画調整課長（遠藤一司君） そこら辺は総務課長といろいろ話をしまして、来年の早いう

ちには結論は出ると思いますけれども、それで、もう向こうができないよ、向こうの条件、

こっちが飲めないよということであれば、鈴木さんおっしゃったようにメンテナンス費用、

もうけがないものにかけるのは不合理な話ですので、4,400万ぐらいであれば、もう一般会

計で取り崩して撤去しようというようなことは、話はしております。 

○１番（笠井政明君） 一応、29年度の決算だから、行ってこいでとりあえず帳尻がなっちゃ

っているのであんまり突っ込むところもないですけれども、去年聞いているところもあるの

でいいです、このぐらいで。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

○１０番（藤井廣明君） これまでの売電の収入を一般会計にずっと繰り入れていたと思うん

ですが、その辺の総額、それから、風車に関しての費用対効果というか、どれだけメリット

があったか。その辺の見解などをちょっと伺っておきたいんですが、どうでしょうか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 大体29年まで7,500万の繰り出しを一般会計にしております。
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年度によってかなりばらつきありますけれども、平成17年度には1,350万、これは家庭用太

陽光システムの設置補助金であったりとか、あと合併処理浄化槽の設置費の補助金とかに使

っています。 

  平成25年は1,589万8,000円で、これは温泉発電の施設の整備工事であるとか、役場の前に

ある急速充電器の設置工事、それとか電気自動車を購入したりとか、アースキッズの事業で

あるとか、個人用の太陽光発電システムの補助金に使っています。 

  平成26年も1,388万円ありまして、消防署とか図書館の太陽光発電システムの工事費であ

ったりとか、先ほども申しました、毎年やっている個人向けの太陽光発電とかそういうもの

に使っております。去年までは繰り出しをしておりますけれども、今年はだめですよね。 

○１０番（藤井廣明君） これに関しては、目的がそういうことであるからそうだということ

なんですが、普通ですと基金があるんで、当然、基金に積み立てておいて、今ある機器、機

器というのは、例えば２基とまってしまったと。あるいは落雷があるとか、そういうことで、

その撤去費に困るというようなことに備えて、当然ながら基金に充当しておかなくちゃなん

ない部分を、やっぱりそういうふうに一般会計に繰り入れて、家庭用のソーラーとかなんか

に使ったというふうなことで、再三にわたって基金に積み立てておけというふうなこと、私

らも言ってきたんですけれども、それがついに果たせずに現在を迎えてしまったと。 

  あと、言うなれば一般会計から、今年度も1,670万ですか、1,760万ですか、それが繰り出

しているということでは、これはちょっと基金の運用の仕方、基金のあり方、風力発電会計

のあり方としては、ちょっと残念な結果だったんじゃないかなと思うんですが、いかがです

か、その辺のところ。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 本当に残念な結果というのは間違いないところで、平成16年

から積み立てをしてありまして、平成21年３月の段階では7,600万の基金がありました。そ

こから22年に落雷事故があったんですけれども、それが保険がきかないのがありまして、そ

れで3,100万ほど使っています。そこからちょっと3,000万台になっていまして、平成25年３

月現在で3,970万、4,000万ぐらいになって、その年の終わりに1,500万ぐらい使っています。

ずっと積み立てていたんですけれども、去年の３月、3,500万ぐらいのときにもう１基壊れ

てしまって、全額繰り入れをして、それから基金の積み立てが、今年、去年もありましたけ

れども、本当に少ない金額になってしまって、今、ゼロということで、一般会計から繰り出

していただいたという状況になっております。本当に御指摘のとおりで、会計の運営として

は本当に残念でしかないなというふうに思っております。 
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○１番（笠井政明君） そこに附随してなんですけれども、課長とか、前任者から引き継いで

きたところだと思うんですけれども、前任者も含め、町長も含めですけれども、この事業に

対して最低限の基金という申し送りみたいな、例えば撤去費用の分の5,000万とかいうボー

ダーラインという取り決めは全然ないで来たということなんですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 基本的な考えとしては、撤去費用を積み立てておくというこ

とで基金をやっていましたから、基金は5,000万ぐらいあればということですけれども、そ

れはやっぱり机上の計算で、自然相手だし、機械物ですから、こういう結果になってしまっ

たというのは、我々も努力をしておりますけれども、本当に申しわけないなというふうに思

っております。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 藤井さん、よろしいですね。 

○１０番（藤井廣明君） そうですね、残念ですけれども。 

○委員長（定居利子君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第56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（定居利子君） 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56号 平成29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（定居利子君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定すること

に決しました。 

  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。 

（「あります」の声あり） 
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○１０番（藤井廣明君） 私は、新しい形での風力発電をつくるということに関して、やはり

これは同じような危険性をはらむのではないかということで、町がやるんじゃない、民間の

会社だというふうなことのようですけれども、あの下には保育所もあるし、それから動物な

んか飼っている施設もあるし、そういうことからいいますと、多分、規模が大きくなるはず

ですよ。今の600ワットというのはもう時代おくれですから。これからですと1,500とか

2,000くらいのが主流ですから、それだけ低周波とか騒音とかも発生する可能性がある。そ

うしますと、やはり今回が、それこそバラ色に言われていて、何となくもうかるんじゃない

かと思いながらやったと同じように、やはり非常に迷惑かけながら、結果的には余りうまく

いかないというふうな可能性も重々考えられるので、これは慎重に、町としては進めたほう

がいいんじゃないかなというふうに思いますので、ひとつよろしく御検討ください。 

○委員長（定居利子君） ただいま10番、藤井委員の意見を、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） 

○委員長（定居利子君） よろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（定居利子君） 御異議なしと認めます。よって、委員長報告書に意見を付すること

に決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１４分 

 

再開 午後 ２時１９分 

 

○委員長（定居利子君） では、休憩を閉じ、再開いたします。 

  それでは、委員長報告書につきましては、来る９月25日３時より検討いたしたいと思いま

すので、御出席をお願いいたします。 

  これにて延会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

延会 午後 ２時１９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３０年９月２５日（火）午後２時２８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） 

 

議会事務局 

書 記 吉 田 瑞 樹 君   
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開会 午後 ２時２８分 

 

○委員長（定居利子君） 先日の特別委員会、御苦労さまでした。 

  それでは、始めさせていただきます。 

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

審査特別委員会は成立いたしましたので、開会をいたします。 

  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。 

  暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ２時２９分 

 

再開 午後 ２時４５分 

 

○委員長（定居利子君） 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か。 

○１番（笠井政明君） ６番の水道関係のところの27億、28億の億の字が、多分、変換が違っ

ていると思うんだけれども、にんべんだよね。 

○委員長（定居利子君） ただいま笠井さんの、27億の、この億の字が間違っているというこ

と、訂正をさせていただきます。 

  ほかにございませんか。 

  藤井さん、決算に対する意見についてどうですか。 

○１０番（藤井廣明君） 風力のところなんかは、穏やかなトーンでまとめてくれて、これで

いいんじゃないかなというふうに思いますけれども、慎重に検討されたいというふうな。 

  あと介護保険のところの附帯意見についてですけれども、これは何となく少しあっさりし

過ぎかなというふうな気がするんですけれども、例えば「アスド会館プールが閉鎖されたが、

介護予防事業は重要なことから、代替施設の手当ても含め、今後も引き続き介護予防事業の

充実を図られたい」というような文案に、ちょっと膨らませて、うまく印象的に強いかなと

いう気がする。みんなも一般質問でも、内山さんやら、ほかの人も代替施設をつくったら、
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考えたらどうかみたいなこと言っているので、そこなんかも踏まえて、その重要性に、介護

予防ということが重要なことから、代替施設の建設というとちょっと強いかなと思うから、

手当ても含めとか。それで、今後も引き続き介護予防事業の充実を図られたいというふうに

まとめてもらえれば、２行くらいになるけれども、ちょっと膨らむかなという気がするんで

すけれども、どうでしょうか、皆さん。 

○委員長（定居利子君） では、「アスド会館プールが閉鎖されたが」というその後に、「代

替施設等を」という文言を入れたほうがいいということですね。 

○１０番（藤井廣明君） そうです。 

○委員長（定居利子君） ほかにありますか。ほかにございませんか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（定居利子君） では、なしと認めます。 

  これをもって、特別会計決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（定居利子君） 御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。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時４９分 


