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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３１年３月１１日（月）午後２時１０分開会 

 

出席委員（６名） 

     ３番  栗 原 京 子 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君      ８番  須 佐   衛 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（なし） 

 

議会事務局 

議会事務局長 山 田 義 則 君 
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開会 午後 ２時１０分 

 

○臨時委員長（森田禮治君） 始めます。 

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

す。どうぞよろしくお願いします。 

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

審査特別委員会は成立しましたので、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長選挙はどのようにしましょうか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時１２分 

 

○臨時委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  ただいま、委員長の選挙に指名推選にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「委員長の指名ですか、それは委員長の指名の、じゃなくて、議員か

らの指名でお願いしたいと思います、議員からの、委員長じゃなくて

議員からの指名でお願いしたい」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） どういう意味。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１２分 

 

再開 午後 ２時１４分 
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○臨時委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  今、７番議員より委員からの推薦でお願いしたいというあれがありました。ほかに意見は

ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） ないようでしたら、じゃ、委員からの推薦にしたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 誰か推薦人。 

○７番（飯田桂司君） 11番、森田委員を推薦いたします。 

○臨時委員長（森田禮治君） 私はちょっと、体調が悪くて皆さんに迷惑かけるからできない

からこれは辞退します。 

（「推薦の段階で辞退じゃまずいんだよ、当選してからならまだいいん

だけれど、推薦の段階で辞退はだめだよ」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 誰かほかの人に、推薦していただきたいと思います。 

（「休憩」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１６分 

 

再開 午後 ２時１９分 

 

○臨時委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  そういうことでありますので、皆さんに迷惑がかかるかもしれないから、とりあえず私が

委員長をやります。 

  とりあえず、11番議員の私が委員長の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○臨時委員長（森田禮治君） 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました11番議員が委員長に当選されました。 

  一応、皆さんに御迷惑がかかるかもしれないけれど、私が何とかやりたいと思いますので

よろしくお願いします。 
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  休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２２分 

 

再開 午後 ２時２２分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  これより、副委員長の選挙を行います。 

  お諮りいたします。副委員長の選挙はどのようにしましょうか。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２２分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  副委員長の選挙は、委員の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（森田禮治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は委員の指名推選で行うことに決定しました。 

  次に、委員の方から副委員長に指名していただきたいと思います。 

  これには委員長推薦のあれしか書いてないから、今までそういうやり方だったからかな、

変わったから委員長推薦が。それで、推薦してください。 

○７番（飯田桂司君） ３番、栗原委員を推選いたします。 

○委員長（森田禮治君） ただいま、７番より３番、栗原委員を推薦がありましたが、御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 御異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました３番、栗原委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３番、栗原委員が本委員会に出席しておりますので、
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本席より告知します。 

  ３番、栗原委員に副委員長就任の御挨拶をお願いします。 

○副委員長（栗原京子君） 委員長が体調を崩されませんように心から祈りながら、しっかり

サポートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（森田禮治君） ここで席を決めることになっている、これでいくと。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２８分 

 

再開 午後 ２時３１分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  今事務局より、あした９時半からの会議ということで、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） すいません。異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれにて延会いたします。 

  なお、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します。 

  きょうは御苦労さまでした。 

 

延会 午後 ２時３１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３１年３月１２日（火）午前９時３４分開会 

 

出席委員（６名） 

     ３番  栗 原 京 子 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君      ８番  須 佐   衛 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（１５名） 

健 康 づ く り 
課 長 鈴 木 嘉 久 君 健康づくり課 

参 事 村 上 則 将 君 

健康づくり課 
課 長 補 佐 柴 田 美保子 君 

健康づくり課 
課 長 補 佐 兼 
介 護 係 長 

齋 藤 和 也 君 

健康づくり課 
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 
地域振興係長 

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 美穗子 君 教 育 委 員 会 

事 務 局 長 梅 原   巧 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 
学校教育係長 

加 藤 隆 一 君 

 

議会事務局 

議会事務局長 山 田 義 則 君   
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開会 午前 ９時３４分 

 

○委員長（森田禮治君） 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。 

  本委員会に付託されました議案第22号 平成31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、

質疑をお願いします。 

  質疑ありませんか。 

○７番（飯田桂司君） 238、239ということで最後に。これは毎年質疑がされておるんですけ

れども、やはり、保険税の関係で世帯数ともに人口等も含めて被保険者数年減ってきておる

中で、どのぐらいの被保険者数、それから世帯数を見込んでのなのかなということをまずお

聞きします。 

  よろしくお願いいたします。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 当初の試算で見込んだ一般の世帯数ですけれど

も2,527世帯、被保険者数ですと3,957人を見込んで試算しております。 

○７番（飯田桂司君） 前年対比どのぐらいになっていますか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 世帯数でいきますと92世帯減となっておりまし

て、被保険者数でいきますと219人減となっております。 

○７番（飯田桂司君） 了解しました。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○１４番（山田直志君） 今、世帯数と被保険者の減ということを聞いたんだけれど、関連し

てお伺いしたいのは、昨年度から資産割がなくなったりしてきているという状況の中で、１

人当たりの税額等をどういうふうに設定をしたのかということと、保険税なのでそれぞれの

収納率、やはり去年例えば資産割がなくなることによって当然かなりの部分で保険税が軽く

なった人達も出たということでね、そうすると一昨年より去年、去年よりことしということ

で、それで収納のほうもその点は収納率の向上という部分を見込んだりしているのかどうな
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のか、その辺をお聞きしたいんですけれど。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 昨年度は、普通徴収で収納率は90％で見込んで

おりましたけれども、今年度92％で見込んでおります。あと、１世帯当たりの調定額ですけ

れども、一般被保険者が26万4,463円で見込んでおりまして、退職被保険者を４万3,508円と

いう形で見込んでおります。 

○１４番（山田直志君） 予算で見ると保険税全体は世帯数の減少や何かで大きく減少してい

るということになっているんだけれども、内容的に見ると、収納率の上がる部分とか等があ

って内容的には全部負担の部分も一部、今後の条例改正とかで限度額か何かの改定なんかを

していくということでその辺を見込んでいるということでいいですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 31年度から限度額が58万になりますけれども、

それは医療分の部分だけしか変更にならないものですから、限度額で対象になるのが１人減

になるような形になっております。しかし、軽減の所得が上がる部分に対しては下の段階で

は反映されておりません。 

○１４番（山田直志君） 次の240ページ、41ページのところで、県支出金の関係なんですけ

れど、非常に基本的に県のほうが絶対ここは加わって国庫を運営するようになって、国・県

からの支出金の状況というのが非常にわかりにくくなっている感じはちょっとするんですけ

れど、ただ思ったのは、世帯数が減少して税収自体も落ち込む中で、県支出金が昨年度とほ

ぼ同額というような状況というのは、この間ちょっと予定やら国のセーフティーネットなん

かいろんな形のものが反映しているというふうに考えていいんでしょうか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 確かに、今現在の制度になりまして、国からのお金は全

て県に入りまして、県から町に入ってくる。要するに町で支払うべき医療分についてが全て

全額県から交付されたお金で、同額でイコールで支払いを行うという形になりますもので、

実際だから町の医療費分にかかる金額が県から入ってくるんで、ほぼほぼそこは横ばい状態

で、医療費がふえなければ動かないという、予算的には。ですので、前年度実績に基づいて

予算額は計上しておりますので、さほどその横ばいが大きく動くことはないという状況にな

っているというような、この県からの入ってくるお金はそんなような形になっていますので、

横ばい状況。またこれが医療費が大きく伸びるということになれば、県から入ってくるお金

も伸びるということになるんですけれど、現時点ではこのような横ばいという状況になって

おります。 

○１４番（山田直志君） そうすると、これは歳出のほうにもなるんだけれど、昔からいわゆ
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る高額療養費なんかの部分のところというのはずっと県と共同事業やなんかでやっていて、

その部分のやはり枠組みはその枠組みの中でやはり生かされているというふうに考えたほう

がいいわけ。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 参事のほうからもありましたけれど、国から入

ってくるものについてはみんな県のほうに入りまして、それを含めた段階で納付金が算定さ

れておりますので、241ページのほうに高額療養費とか一般の療養費とか皆普通交付金のほ

うで医療費については入ってきますので、こちらで支払った部分に関しては普通交付金で県

から入ってきております。 

○委員長（森田禮治君） ほかにありませんか。 

○２番（稲葉義仁君） 244、245ページ、すみません、細かいところで申しわけないです。諸

収入の雑入の部分なんですけれど、前年から比べると額が大きく予算に計上されております

が、廃目等々いろいろ制度変更の影響もあるかと思いますけれど、ここの見込んだ内訳とい

うか、その辺が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） やはり制度が変わったことによって３月分で支

払う部分が仮の金額で請求されまして、国保連とかでレセプトって言って診療報酬を点検し

て返戻とか審査とかによって起こり得る形でとりあえずその分を見込んで県のほうから指示

がありまして、予算をとってくださいという形で、今年度初めてそういう形になりまして、

一応一般診療報酬の10％程度という形だったものですから、その10％を見込んで歳入でとり

まして、これは結局支払いと入りと同じ金額でとってありますんで、行って来いという形に

なりますけれども、一応そういう形で増額となっております。 

○２番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

○健康づくり課参事（村上則将君） ちょっとわかりにくいんですけれど、今係長のほうの説

明のとおりなんですが、結局一旦県からお金が入ってきたものを、支払いするもので、結局

県のほうが金額を決めなきゃならない。確定の金額を決めなきゃならないんですけれど、そ

の金額というのは、今話のとおりレセプトで病院に返したりっていうもので減額になってい

く金額が大きいもので、ですけれど県は予算を決めなきゃならないということで、後次年度

に精算が入ってくるということで、ここで1,000万ほど追加しております。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

（発言する人なし） 

○委員長（森田禮治君） ほかにありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 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。 

○７番（飯田桂司君） 251ということで、歳出の関係ですけれども、一般被保険者の高額医

療費の関係で、前年度より若干ふえているんですけれど、この内容についてちょっと説明を

お願いします。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 今年度２月から８月までの診療報酬の実績によ

って、推定された平均の金額が1,365万8,962円となっておりまして、その金額が前年より

100万近く上がっております。その影響で前年度より来年度。 

○７番（飯田桂司君） もう一度、何月から何月。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） ２月から８月の診療報酬の平均。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 実績に基づいて計算はされているんですけれど、この増

の要因というのが、その年と年で変わってくると思いますので、ちょっとはっきりとしたも

のはお答えできないんですけれど、実績がふえているという形になっています。 

○７番（飯田桂司君） 了解しました。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○１４番（山田直志君） 248、49のところの保険給付費の療養諸費のところだけれど、制度

が変わっているところはあるんですけれど、これはやはり昔だと過去３年間の平均を出して

どうのこうのっていうやつがあったんですけれど、今年度の給付費の計上についてはどうい

う算定で導き出された金額でしょうか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 先ほどの高額と同じように、２月から８月の診

療報酬の実績をもとに、すいません、高額医療とはちょっと診療報酬の算定の時期が違いま

すものですから、一般の診療報酬につきましては３月から８月の実績の推計により算出して

おります。 

○１４番（山田直志君） そうするとさ、今回みたいに92世帯、200人から減っているよとい

うことになると、考え方の中で言うと、皆さんの保険だから請求される金額が出てきてこう

だっていう部分があると思うんだけれど、ただ、人数がじゃ減っているよという要素という

部分は、そこのところでは加味されないでやはり全体としては医療費の変動が基本的な根拠
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という考え方でいいんですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） はい。 

○１４番（山田直志君） そうするとさ、今まで昔の制度というかやり方の中で言うと過去３

年間の平均を出してどうのこうのというやり方がずっと言われてきたんだけれど、ただ、こ

の３月から８月とかというと、期間的に短いという部分と、やはり国保の部分では、やはり

ちょっと高額療養費や何かでちょっといわゆる脳とか心臓なんかの高額の方が出るとすぐそ

れで1,000万ぐらいいっちゃってというような要因が出てくると、その算定方式だと、考え

方だと、結構実際決算時までの間に非常に計算したものと乖離してくる危険性というのがあ

るんじゃないかと思うんだけれど、この辺は大丈夫ですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） すみません、その３月から８月までを推計して

いるのは、３月から８月までの６カ月で、残りの６カ月はすみません過去３年の平均をとっ

て算出しております。すみませんちょっと説明が足りなかったです。 

○委員長（森田禮治君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前 ９時５６分 

 

再開 午前１０時０１分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

○健康づくり課参事（村上則将君） これまでの国保の療養費というものは、あくまで絶えず

右肩上がりで医療費がふえていくというような考えかただったんですけれども、今現在国保

の被保険者数というのは減少傾向ということで、今の考え方でいきますと、その６カ月間は

直近の平均をとり、残りの６カ月間は過去３年間の平均をとるというような形で算出をさせ

ていただいております。ですので、どちらかというと今右肩上がりというよりは右肩下がり

という形のほうが要素的には強くなっております。あと、一般と退職の被保険者の関係があ

りまして、退職制度がなくなるもので、その退職から一般に移行する方がふえてくるもので、

多少の増は見込んでおります。 

○委員長（森田禮治君） いいですか。 

  ほかに。 

○７番（飯田桂司君） 私は、258、259ということで、大変いつも気になるドックと特定健診
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の関係なんですけれど、ちょっとドックのほう補助金等430万ですか、まだ特定健診のほう

ありますけれども、やはりあれですか、これ一番なる特定健診の受診、それからドックはど

のぐらい年に上がってくるのか、私も先般ちょっとドックに行ってきたんですけれども、病

院によって健診の診療の金額がちょっと高いところと金額が本当に高いなというところがあ

るわけですけれど、人間ドックと特定健診の受診の率、どのぐらいの見込みでこれをやって

いるのか、ちょっと目標受診率ですか、それがもしわかれば。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 人間ドックですけれども172人で予算を計上し

ました。１人当たり２万5,000円を見込んでおります。 

○健康づくり課課長補佐（柴田美保子君） 特定健診の31年度の目標受診率は45％で見込んで

います。11月末現在の被保険者数41歳から74歳が3,400人でしたので1,530人の受診を見込ん

で計上してあります。 

○７番（飯田桂司君） 人間ドックの関係平均２万5,000円ということで、これは上は幾らで

した３万円でした。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 上限が３万円となっております。 

○７番（飯田桂司君） 了解しました。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○１４番（山田直志君） 同じ258、259のところなんですけれど、まず保健衛生普及費の関係

で、郵送料の増などの要因というのはどういうことなのかなというのが１つと、後２つ目に、

その下の特定健診の問題なんですけれど、特定健診の委託料も当然受診者の増に対応して増

えているんだけれど、その下に特定健診未受診者対策委託料ということも、ここの金額も増

加しているのかなというところなんですけれど、これらのやはり増加に対しては、担当課と

しての取り組みというのは、どういう取り組みをやはり今考えてこういう増加が計上したの

かというところをお聞かせください。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 郵便料と医療費通知の作成委託料につきまして

は、今年度、平成30年度から個人通知になった関係で、今まで世帯通知だったのが個人にな

ったものですから、その分の増という形になります。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 医療費通知の関係ですけれど、今年度から税の申告のと

きに、医療費通知でもいいという形に変わったもので、世帯の通知ではなく個人の通知とい

う形で変更にさせていただいておりますもので、そのようになっております。 

○健康づくり課課長補佐（柴田美保子君） 特定健診未受診者対策委託料の増についてですが、
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特定健診を受けていない未受診者の方を対象に業者委託をしまして、再通知や、まず分析を

未受診者の人のなぜ受けないかという分析を業者に委託しまして、その分析結果に基づいた

通知を委託するということで金額が増になっております。 

○１４番（山田直志君） 決算じゃないんですけれど、特定健診は45％目標ということで、周

辺の市町の関係ではどうですかうちの町は、何とか頑張っているほうに入っていますか。 

○健康づくり課課長補佐（柴田美保子君） 県の平均よりは少し上回っている現状ですけれど

も、まだ40％前後ですので、国の目標にはまだ到達していないというところで、この受診者

対策に力を入れていきたいという状況です。近隣では、中間ぐらいですかね、一番西伊豆町

さんが42％ぐらいになっていますので、一番低いところで下田市さんが29％、30％ぐらいだ

ったと思います。 

○１４番（山田直志君） 特定健診の関係で言うと、これを特に国が力入れ始めた段階では、

50％いかないとペナルティーつけるとかというようなことも、これをやり始めた段階ではあ

るんですけれども、確か全国的にもそんなこれはかなり厳しいという部分があったんですけ

れど、今この目標でいった場合に、ペナルティーとかそういうことにかかるとかって、そう

いうことはないですか。 

○健康づくり課課長補佐（柴田美保子君） ペナルティーの関係ですが、今努力支援制度とい

う制度がありまして、目標の受診率はもちろんあるんですけれども、前年から受診率が伸び

ているかや、後特定保健指導、受診した後の保健指導の実施率など、細かい算定基準があり

まして、それによってその努力支援制度の交付金の額が変わってくるというようなペナルテ

ィーが今実施されています。 

○１４番（山田直志君） そうすると、考え方からすると、国も一応目標設定したけれど、か

なり厳しかったので、今のお話を聞いていると、いわゆる未受診者対策であれ、その後の特

定健診後の指導とか、ざっくり言うと一生懸命この保健事業に取り組んでいるということで

あれば、ペナルティーとかそういう交付金に影響があるようなことはないと、そういうふう

に理解していいですか。 

○健康づくり課長（鈴木嘉久君） おおむねそういう形ですけれども、ペナルティーというも

のではなくて、あくまでも努力したところに多くやるというそういう制度に切りかわってい

るというような話になっております。 

○１４番（山田直志君） インセンティブってやつね。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 
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○２番（稲葉義仁君） ついでにではないんですけれど、次の260ページ上の特定保健指導委

託料のところの去年から比べた予算の額が少し減っているというところと、健診用備品は買

ったからもういいやってことなのかなとかその辺をちょっと教えてください。 

○健康づくり課課長補佐（柴田美保子君） 特定保健指導の委託料が減になった理由ですけれ

ども、昨年度、初年度ということで、見込みを少し多めにちょっと上げていました。実際、

実施したところ、初年度ということもありまして、委託機関との調整がうまくいかなかった

というところもあり、今年度はもちろん調整をしっかりするとともに、町の保健師もその中

で直営でやるという部分も少し入れていこうということで委託料は減となっております。 

  備品の購入については、健診の結果説明会や指導に必要な機器がちょっと古くなってしま

ったということで、備品の購入を上げさせてもらいました。 

○２番（稲葉義仁君） 了解しました。 

  そうすると、前のページに戻って、雇人料が少しふえたりしているのはそこの影響という

ことで全部ひっくるめて考えればいいんですかね。 

○健康づくり課課長補佐（柴田美保子君） 雇人料については、町の保健師が保健指導する前

の段階の準備の段階で入力などの雇人料になります。 

○２番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○３番（栗原京子君） すみません、258、259の特定健診のほうなんですけれども、これは、

若年者の方の健診も含まれているものなのか、ちょっとお聞かせください。 

○健康づくり課課長補佐（柴田美保子君） 今国保の特別会計のほうに上げさせていただいて

いるのは、40歳から74歳の方の部分になります。若年者の方の健診については、一般会計の

保健衛生費のほうで計上させていただいております。 

○３番（栗原京子君） ありがとうございます。了解です。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○１４番（山田直志君） 大したことないような気はするんだけれど、262ページで予備費を

増やしているんだよね。非常に県から請求されたりとしているという部分とあるんだけれど、

かなり不確定な要因があるから、こういう点では予備費を一応持ってくという考え方をして

いるのかなと、後から集める税収がないとか、そういう部分があるのかなというふうに見た

んですけれど、いかがなんでしょう。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 予備費なんですけれども、実際医療費に対しての金額と
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いうものは県から入ってきますもので、収納のほうがもし不足する場合は基金のほうから基

金を取り崩して使わせていただくことを考えております。この予備費については、例えば還

付金等が次年度で発生した場合に、そこの予算がちょっと多く還付が出てしまったりすると、

申請される方の申請時期によって変わってしまうもので、還付加算金等が発生したことを考

慮した中で、ちょっと予備費としてとらせていただいておりますので、実際その収納が少な

くてという場合は基金のほうを取り崩してということを考えております。 

○１４番（山田直志君） ちなみに、今基金ってどれぐらいあるんですか。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 平成29年度末でよろしいでしょうか。２億424

万6,597円となっております。 

○１４番（山田直志君） そうすると、収納の状況にいろいろ劇的なものがあったとしても、

相当数これを取り崩すことで一定安定した運営ができるというやり方でよろしいですか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 今、委員のおっしゃったとおり、そのような形で考えて

おります。 

○委員長（森田禮治君） ほかにありませんか。 

○８番（須佐 衛君） 258、259の特定検診に関してなんですが、ことし診療科目といいます

かね、その辺のところで何か変わるところ、ふえるところとかそういうところ何かありまし

たら教えてもらいたいのと、後乳がん検診への取り組みについてちょっとお聞きしたいなと

いうふうに思いますけれど。 

○委員長（森田禮治君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１８分 

 

再開 午前１０時１９分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

○健康づくり課課長補佐（柴田美保子君） 特定健診の検査項目については、特に変更はなく、

前年どおりの検査項目で実施しております。 

○委員長（森田禮治君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。 
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  これをもって、議案第22号の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（森田禮治君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結します。 

  これより議案第22号 平成31年度東伊豆町国民健康保険特別会計予算についてを採決しま

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（森田禮治君） 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（森田禮治君） なしと認めます。 

  次に、本委員会に付託されました議案第23号 平成31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、御参照のページ番号を告げ、質問をお願いします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 全体が枠組みが決まっているあれなんですけれども、一番関心事と

しては全体として後期高齢者の方々のことでの医療費状況というのはどういうふうに見てい

らっしゃるのか。また、対象の人数増減含めてそこが一番ベースであとは決められた金額を

納付するという形だと思うんで。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 高齢者の被保険者の推移ですけれども、平成31

年度の見込みとしましては2,950人という形で見込んでおります。平成30年度の見込みが

2,850人を見込んでおりますので、100人ふえるような形で見込んでおります。 
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○健康づくり課参事（村上則将君） 医療費につきましても、当然被保険者数がふえますもの

で、それに伴いまして増額という形で今後も後期のほうの医療費については増えていくとい

う形だった形で見込んでおります。 

○１４番（山田直志君） そうするとこれは後期高齢者のところは、まだ昔の国保みたいな感

じで、そういう意味では右肩上がりなので、そういうあれですか医療費や何かの計算は推計

を出して、実際の利用状況もあるんだけれども、そういう推計値をもとに試算をして予算を

編成しているということでいいんですか。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 後期高齢者は一応県のほうで、全県で運営しているもの

で、東伊豆町の負担する金額という医療費につきましては、広域連合のほうで試算して示さ

れておりますけれども、今75歳以上の高齢者はふえていく傾向になりますもので、全県的に

医療費というものはふえていくということで算定をしております。 

  以上です。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 先ほど参事から話がありましたけれども、広域

連合のほうから平成31年度の見込み額を出して、それで平成29年度の確定の金額で案分して

医療費のほう算出されております。 

○１４番（山田直志君） そうするといずれにしてもあれですよね、確定して案分するという

ことは、いずれにしても広域連合の部分で東伊豆町の高齢者の部分はどれぐらい医療費かか

っているよという部分をやはりベースに、当然増減を案分して出てくると、そういうことで

すよね。やはり、それはそれ以上は決算のときに聞こう。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○７番（飯田桂司君） 今、人数100人ほどふえているよという形で2,950人ということであっ

たわけですけれど、３款の一般会計繰入金の関係は減っているわけですよね。国、県、町も

あるわけですけれども、この関係で減ってきておるということはどういうこと。 

○健康づくり課国民保険係長（中村 忍君） 平成31年度から軽減の廃止等により金額が減っ

てくるという形になります。今まで軽減対象だった人が対象でなくなる関係で。 

○委員長（森田禮治君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３０分 

 

再開 午前１０時３１分 
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○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

○健康づくり課参事（村上則将君） 一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金ですが、こちらは

軽減がかかる人に対して軽減分を補塡が町が一般会計からの補塡を４分の１しているという

形になるんですが、制度的にこれまで７割軽減だったもの、法律では本来７割軽減だったも

のが、特例としまして33万円以下の時は8.5割で、かつそれプラス被保険者全員の年金収入

が80万以下という場合は９割の軽減まであったんですけれど、その8.5割、９割という軽減

が特例が廃止されて７割になるもので、軽減が少なくなってしまうということで町からの一

般会計繰入金も少なくなるという形になっております。 

  以上です。 

○７番（飯田桂司君） もう一度ちょっと確認したいんですけれど、町は４分の１ということ

で、県のほうは４分の３で。 

○健康づくり課参事（村上則将君） はい。 

○７番（飯田桂司君） わかりました。了解。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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23号 平成31年度東伊豆町後期高齢者医療特別会計予算について採決し

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（森田禮治君） 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。 
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  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（森田禮治君） なしと認めます。 

  暫時休憩します。50分まで。 

 

休憩 午前１０時３４分 

 

再開 午前１０時４５分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  次に、介護保険特別会計を議題にします。 

  本委員会に付託されました議案第24号 平成31年度東伊豆町介護保険特別会計予算につい

て議題とします。 

  これより質疑に入ります。 

  なお、質疑の際、予算のページ番号を告げ質疑するようお願いします。 

  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。 

○７番（飯田桂司君） まず、279から80ということで、１款１項の保険料の関係の特別、そ

れから普通徴収の見込み人数をちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（森田禮治君） 係長。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 特別徴収の調定見込みを4,843人、普通

徴収のほうが563人、合計5,406人で算定しました。 

○７番（飯田桂司君） 前年度予算に比べれば若干減ってきておるのかなということですけれ

ど、人数的にどのぐらいの減りがあるのか。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 昨年度の見込みからいきますと、昨年度

は特徴が4,612人、普通徴収が905人ということで、5,517人を計上しておりましたので、111

名ほど減ということで計上しております。ただ、今年度の補正予算でちょっと保険料も減さ

せていただいたとおり、ちょっと昨年度の普通徴収の人数が多かったかなというのは実績と

しては見込みがあります。 

  以上です。 
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○７番（飯田桂司君） 了解しました。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○２番（稲葉義仁君） 今のところ、ちょっともう一度確認ですけれど、そうすると普通徴収

の予算というか、保険料が減っているのは単純に数が減ったというよりは、そこの見込みの

部分との関係で減ってきているという理解でよろしいですか。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 人数的なこともあるんですけれども、そ

れよりも大きいのが、31年度10月から消費税が10％に引き上がります。それに伴いまして、

介護保険料の負担軽減というのが国のほうで示されまして、保険料の低所得者の方に対して

軽減をするというのが拡充されました。30年度までは、第１段階の方だけ保険料を少し国と

か県、町が負担するというような形だったんですけれど、それが拡充されまして２段階、３

段階まで保険料が軽減されるような形になりました。それに伴いまして、普通徴収の方とい

うのはやはり所得の低い方多いですから、その１段階、２段階、３段階の方が多いものです

から、そちらの保険料が少し低く算出して計上したというような形になります。 

  以上です。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○１４番（山田直志君） その辺ちょっと特別徴収のほうはいいんですけれど、普通徴収のほ

うの収納率というのはどの程度を見込んでいるのかどうかと。今言われたように、軽減の問

題はそこが１から３までだということなんだけれど、その世帯数なり対象人員でいった場合

に、何人から何人までふえるというのがわかったら教えてください。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 収納率については85％で見込んでおりま

す。軽減の対象者の数なんですけれども、第１段階の方が744名で、第２段階が460名、第３

段階の方が408名、軽減の対象者総計で1,612名を見込んでおります。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○２番（稲葉義仁君） 同じページ、国庫支出金の保険者機能強化推進交付金というのはどん

なものでしょうか。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 平成30年度、今年度から始まったもので

して、今年度については補正予算で計上させていただいております。 

  内容につきましては、市町村の自立支援、重度化防止等の取り組みを支援するために創設

されたものでして、町の地域支援事業であったり、包括ケアシステムの取り組みとかといっ

たものを評価を点数でしまして、それを全国の市町村の点数で案分して、さらに被保険者で
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案分してというような計算式があるんですけれども、要はインセンティブ交付金と言われて、

どれだけ町が事業をやっているかと、どういう取り組んでいますかと、取り組みが多いとこ

ろであったり被保険者が多いところにはお金を多く分配して市町村がその事業に当ててくだ

さいよというようなことの内容の交付金で、今年度は当初予算から計上させていただきまし

た。 

  以上です。 

○２番（稲葉義仁君） ちなみにですけれど、その点数というかランクというのがどんなもん

かというのは何か想像がついたりとかするんですかね、うちの位置づけというのは。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 介護係長です。 

  正直言いましてうちの市町村、県下でも下のほうです。賀茂郡下みんな下のほうで、結局

その規模が小さい市町村は、あれやれこれやれと言われても、やってはいるんですけれど、

その後の評価であったりとか、ＰＤＣＦ回してＣＦ回して次の計画に反映させるというとこ

ろまではなかなか手が出ないものですから、そうすると点数が低いところの点数しかとれな

いというような形になって、それで実際問題うちの町は下のほうというような形が現状です。 

  以上です。 

○委員長（森田禮治君） ほかにありませんか。 

○１４番（山田直志君） 283ページ、284ページのところで、特にここで低所得者の保険料の

軽減繰り入れで一般会計からの分、ここから伸びるわけですよね。そうするとさっきの保険

で対応していた部分、軽減が今度保険料ではなくて軽減されますよといった場合、当然国の

ほうの負担と県の負担とこの町の負担があって、それで町の負担の部分がこの1,155万4,000

円という形になっている思うんだけれども、この辺の割合はどういう感じになるんですか。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） こちらの低所得者保険料軽減負担金につ

きましては、国が２分の１で、県が４分の１、町が４分の１というような形になります。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） そうすると、国のほうは当然この２分の１の部分の負担の部分を消

費税の部分から当然支払うという考え方でこういう対策ということ。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） そのとおりだと思います。 

  そして、町の分については、交付税の対象にたしかなっていると思います。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○３番（栗原京子君） 国庫支出金の部分で、地域支援事業交付金とあるんですけれども、こ
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の包括的支援事業という内容をちょっと教えていただきたいと思います。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 包括的支援事業につきましては、包括支

援センターの運営費がほぼこれに当たります。今現在職員３人おりますので、そちらの給与

や、もろもろの事業費がこちらのほうから補助金として歳入されます。 

  以上です。 

○委員長（森田禮治君） ほかにありませんか。 

（発言する人なし） 

○委員長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。 

  以上で歳入全般の質疑を終結したいと思います。 

  次に、質疑の対象を歳出全般といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 歳出なんですけれど、前提として一番の問題はやはり介護の要支援

なり認定者数の設定というのが、そこをどういうふうに今予算計上の中で見込んでいるのか、

全体として給付費等が減っている部分というのがあるんで、その辺が介護の認定との関係で

ちょっとどういうふうになっているなっていうのをまずお聞きしたいんですけれど。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 認定者数につきましては、29年度決算で

717人で、30年度も１月末現在でも710名ちょっとだったと思いますけれども、ここ何年かあ

まり急激な増がないです。被保険者につきましても、町の65歳以上の人口につきましては、

この一、二年をピークと見込んでおります。というところから鑑みまして、認定者数も微増

程度、あるいは横ばいを想定しております。というところから給付費についても、でっこみ

引っ込みというのはあるんですけれども、横ばいから前年度予算に対比すると少し減という

ような形にはなっているんですけれども、今年度の実績からは多少は上げて見込むような形

で設定をしております。 

  以上です。 

○７番（飯田桂司君） ちょっとそのことに関連して、やはり介護段階があるわけですけれど、

やはり見直し要はどのような形で見直しが期間もあるのかな、それとも一定期間のあれのあ

る中で、見直しをどのような形でされておるのかなというのを、ちょっと予算とは関係ない

ですけれど。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 要介護認定には、認定の有効期間という

のがございます。状態に応じて、あるいは介護度に応じてなんですけれども、一番短いとこ
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ろで６カ月、それから長いと今のところ２年によって更新申請をかかって介護度の見直しと

いうのがされてきます。ただ、その期間中に状態が悪化したり、よくなった場合には、区分

変更申請というのをしていただいて、それで介護度を見直すということができますので、必

ずしもその２年とか待たなければということはなくて、その状態によっては変更申請も認め

られているというような形になります。 

○２番（稲葉義仁君） 288ページ、一般管理費、高齢者等実態調査業務委託料等、一番下の

介護保険指定事業者等管理システムについて教えてください。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 実態調査につきましては、介護保険の場

合は３年に一遍計画を立てていることになっているんですけれども、その前年国から示され

ました基本調査項目が40いくつだったと思うんです。それで、高齢者の実態調査というのを

行って、それを計画に反映させるというようなことがございますので、その実態調査の委託

料、３年前までは職員たちがやっていたんですけれども、集計にかなり手間取りまして、国

の調査項目もちょっと難しくなってきたものですから、業者さんに委託するということでそ

ちらは計上させていただきました。 

  そして、事業所のほうなんですけれども、町が指定、指導、監督する地域密着型の介護事

業所とケアマネさんの事業所なんかを管理システムを県が市町村に一斉に導入してくれとい

うようなことがございまして、それからによって県と市町村で一元的に進達とかもできるよ

うに管理するというようなことができるようになりますので、それを９月から導入するとい

うようなことで、その毎月の使用料半年分を計上させていただきました。 

  以上です。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○１４番（山田直志君） ページ数のほうが291、292のところの施設介護サービスの部分で聞

いておいたほうがいいかなと思うんですけれど、予算額としては減額の予算をしているとい

うことになると思うんですけれども、確か記憶で考えると、今年度あたりでいわゆる介護３

でなければ施設利用だめですよというのが本格適用になってくるのかなというふうに思って

いるんですけれど、この辺で結局今の施設入所者の動向、また待機とかいろんな状況がある

と思うんだけれど、この辺のことをちょっとわかる範囲で教えてください。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 特別養護老人ホームの入所に関して、介

護度３以上が基本的な条件だというようなことが国の制度改正で行われたものなんですけれ

ども、毎年１月１日現在の待機者調べというのを各特別養護老人ホームさんのほうに実施し
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ております。それで、その集計に基づきますと、今年度、31年度１月１日はまだ公表されま

せん。そんなもんですから１年前の話になりますけれども、１年前でいくと実人数で33人、

うち在宅で６カ月以内での入所希望者というのが19人で、県の優先入所指針というのがあり

まして、その必要度の高い人というのが９人、必要性の高い人は９人というふうにカウント

されております。その１年前の29年１月１日現在ですと、実人数が39人で、在宅６カ月以内

というのが14人で必要性の高い人が４人というふうな推移を今現在はしているところです。 

  そして、給付のほうの実績でいきますと、29年度と30年度のところで、今のところ見込み

でいくと、当然その施設が増えているわけではないので、横ばいというのが現状にはなりま

す。ただ、これも30年度の予算この間補正予算組ませていただきましたけれど、施設給付費

は下げさせていただきましたので、その実績に基づいて31年度のほうも計上しているという

ような形になります。 

  以上です。 

○委員長（森田禮治君） ほかにありませんか。 

○１４番（山田直志君） 307、308のところで、包括的継続的ケアマネジメント事業というよ

うな形での項目あるんだけれど、包括的というと町とかそのものとかあるんだけれども、国

なんかが言っていた医療介護の包括的な取り組みという部分というのは、これ関連の予算で

いくとその次の310ページに委託料があるんだけれども、どのような形で今機能しているん

ですか。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 309ページに予算計上されてあります、

国が言っている在宅医療、介護、連携推進事業と言われているものでして、被保険者の方が

入院から退院後の在宅での生活についてのさまざまな支援をするというような取り組みなん

ですけれども、うちの町の場合は賀茂郡１市５町で広域で下田メディカルさんに業務委託を

いたしまして、そこで専門職の方の研修会であったり、講演会を行ったり、あと町民向けの

講演会等も行っております。また、下田メディカルさんの中に相談センターを設けておりま

して、その医療と介護の連携について介護職の方からの相談の窓口をつくったり、あとは町

内の医療機関のマップみたいなものも今作成中なんですけれども、そういったもので推進に

ついて事業に取り組んでいるというような形になります。 

○１４番（山田直志君） この辺の部分って結構やはり病院さんなり、また介護事業者の部分

のお互いのやはりデータで病院でどういう診療を受けているのか、また介護施設でどういう

やはりケアなり介護のサービスを受けているのかという部分がいかないと何か進んでいかな
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いかなという感じがしているんですけれど、この辺の取り組みはどうなんですか。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） 今、その辺に関しまして、県はシズケア

＊かけはしというシステムの推進を図っております。医療チームと介護職の人たちが１人の

患者さんに対してチームみたいなのを組んでその中で情報のやりとりをするというようなも

のなんですけれども、中部、西部のほうでは少しずつ進んでいるようですけれども、賀茂郡

下ではなかなか加入者数がふえていないというのが現状としてはあります。 

  以上です。 

○委員長（森田禮治君） ほかにありませんか。 

○２番（稲葉義仁君） 295ページの地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担金か、こ

れの増額の要因というか理由を教えていただければと思います。 

○健康づくり課課長補佐兼介護係長（齋藤和也君） こちらの地域密着型介護予防給付費とい

うのは、事業で言いますと、熱川にあります小規模多機能の施設を要支援１、２の方が利用

された場合に、ここからその費用というのは負担されるんですけれども、要支援１、２の方

がこういうところを使うというのは単位が小さいものですから、去年の当初では１人いるか

いないかという話でこの金額を計上させてもらったんですけれども、小規模多機能が認知さ

れるにしたがって、そういう借り方の利用者も増えていきまして、今現在五、六人いらっし

ゃるのかな、なものですから、30年度も補正を２回ぐらいこの費用はさせていただいたんで

すけれども、31年度につきましては、当初から少し多めに実績に基づいて計上させていただ

きました。 

  以上です。 

○委員長（森田禮治君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 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（森田禮治君） 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31年度東伊豆町介護保険特別会計予算についてを採決します。 
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  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（森田禮治君） 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（森田禮治君） なしと認めます。 

  この際、午後１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（森田禮治君） それでは、休憩を閉じ、再開します。 

  水道事業会計です。 

  本委員会に付託されました議案28号 平成31年度東伊豆町水道事業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。 

○７番（飯田桂司君） 御苦労さまです。 

  私のほう水道の事業収益の関係でお聞きしますけれど、ページ数は14、15と支出のほうに

出ますけれども、営業収益の関係で水道料金、上水道、それから簡易水道と２つあるわけで

すけれど、上水道についてはちょっと減っておるのかなと、これはホテルあるいはその他、

大分復活してきておる中でこの100万円の減収料金ですけれども、この内容について。それ

から、簡易水道、これは先般の補正の関係でもお話がありましたように、簡易水道が収益が

上がってきておるということで、これは確認をするわけですけれど、一番気になるのが１目

の給水収益の関係の100万円の減、これは根拠はどのような形で出されておるのかちょっと
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説明をいただきたいと思います。 

○水道課長（石井尚徳君） それでは、給水収益の関係ですけれども、給水件数につきまして

は、前年度の並みの5,500件です。それで、給水量は平成30年度の予算の98％を見込みまし

た。それで、収益に関しましては10月から消費税が10％に変わってきますもので、そういっ

たものを計算しまして100万円減の４億200万円、それを計上しました。 

  それと、簡易水道につきましては、給水件数は前年度並みの320件、それで給水量はこの

前の補正の関係で説明をしましたけれども、大川地区の７割の収入減でありますＡ別荘地が

捨て水を復活してくれまして、6.5％増の給水量を見込みました。それと、消費税の10月か

ら10％の関係で170万円増を見込みました。 

  以上です。 

○７番（飯田桂司君） ありがとうございました。 

  ちょっとまた関連して、今簡易水道のほうはお話が昨年の補正関係もわかりましたけれど

も、この給水の関係で、ホテル等がここで申し上げてたように、ホテル等が復活名前も変わ

ってきている中で、復活をしてきているわけですけれど、ホテル等の個別にはわからないか

ら、もしわかればホテル等の関係の給水の関係はふえてくるのかなということで、個人的に

は個々で１個各家庭のあれはともかく、大口のホテル等が復活してきている関係で若干ふえ

るのではないかなということですけれども、今課長のほうから説明がありましたけれど、も

しこのホテル等の関係、もしわかるようでしたらちょっとお話していただきたいと思います。 

○水道課長（石井尚徳君） 熱川地区のほうで、休止している旅館等がございまして、名前を

出しますと３月から開業はしているんですけれども熱川ハイツさん、それと旧熱川グランド

ホテルさんですか、そちらのほうも休止しております。それと開春楼さんも営業はされてい

ないみたいですねまだ、若干水は使っているみたいなんですけれど、あとは海浜館さんも閉

めているみたいなもので、その辺がでかいところですね。 

○７番（飯田桂司君） 今ホテル等の説明がありましたが、これから片瀬の海浜館、名前あれ

ですけれども熱川ハイツさんと大口等が復活してくる中で、あるいはグランドさんですか、

そういうところももし、営業が始まってくると、また補正等で上がってふえてくるのかなと

いうことですけれど、わかりました。了解しました。 

  答弁いいです。 

○２番（稲葉義仁君） その他営業収益で120万ぐらいの増額になっております。右側見ると。 

○委員長（森田禮治君） 何ページか言ってください。 
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○２番（稲葉義仁君） ごめんなさい、同じように14、15ページのところで今確認しています。

他会計負担金で150万とある、このあたりが要因かなと思うんですけれど、これは消防のあ

の辺の工事の関係か何かでしょうか。 

○水道課長（石井尚徳君） 他会計の負担金の151万4,000円の関係ですけれども、これは消火

栓の修繕を４カ所ほど予定しております。消火栓の修繕につきましては、水道料金で賄うべ

きではないということが総務省のほうから通達されていますもので、一般会計から繰り出し

てもらっている関係になります。あと、２節の手数料ですか、開閉手数料等とかになってき

ます。引っ越してきたり、そうした場合に一応開閉をしますものですから、あとはそこだけ

ですかね。 

○１４番（山田直志君） 収益の問題で言うと休止している各施設、ないし今年度中でも小さ

い施設なんかでも今年度中に営業をやめたりしているところが出ているので、そういう意味

でも大変収益は厳しいのかなというふうに見ているんですけれども、そういう部分ではあれ

ですか、水道料金の滞納とかそういう部分というのは対応はどうなんでしょう。 

○水道課長（石井尚徳君） 結局収納率につきましては、調定がどうしても小さくなるもので

すから、収納率につきましては毎年上昇はしております。それで水道料金を滞納している方

には１年に３回ほど停水の予告通知を出しております。それでも従わない場合には、停水の

通知、それで従わない場合につきましては、水道を停止するという格好をとっております。 

  以上ですけれど。 

○１４番（山田直志君） 今滞納しているところというのは件数でいうとどのぐらい。個人も

し業務用とかというのがわかればそれで、件数というのは。 

○水道課長（石井尚徳君） 停水予告通知につきましては、１年に３回やっているんですけれ

ど300件近いですね。 

○１４番（山田直志君） すいません、予算で言うと16ページに水道料金審議会の設置が予算

計上されていますけれども、予算上の利益等を見ると相当当初5,000万ぐらいが利益を確保

できるというものが今2,000万、1,600万とかって落ちているんで、しようがないかなと思っ

ているけれど、この辺については料金の改定、どの程度の改定というものが今検討のベース

になっていますか。 

○水道課長（石井尚徳君） 平成29年度に作りましたアセットマネジメント計画におきまして

は、一応５年ごとに水道料金の改定ということで一応計画は出ました。それでこの前の全員

協議会で説明はしたかったんですけれども、あくまで多数ある考え方の中で一つの案という
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形であれは出さしてもらったものですから、あれが必ずしも水道課としてこれから実行する

という考えでは全くないものですから、ただ水道料金は特別会計なものですから、独立採算

制で水道料金でその水道会計を賄っていかなければならないという考えなものですから、そ

れにのっとりまして、一般会計からお金をもらうとかそういうのは計画には全くのっけてな

いです。あくまで水道料金でこれからの水道施設の更新とか賄うためにはこれだけのお金が

必要なものですから一応計画的に５年ごとに料金改定をしたいという考えは持っております。

ただ、それを水道課だけでやるということはできないものですから、平成32年度改定を目標

としまして、新年度には料金審議会を前回並みの13名の委員さんで６回一応開催をしたいと

一応考えておりますけれども。原則は水道料金収入で水道事業会計をやっていくというのが

大原則なものですから、その辺だけは御了承ください。 

○１４番（山田直志君） 特に水道ビジョンを作成して、早めに稲取関係なんかでやはり井戸

をまとめて動力的や何かを節減を図るとかということは早めにやはり着手をしないとその後

の水道会計にも非常に影響があるなあというところなので、水道ビジョンを策定をしてその

計画に基づいた水道施設の更新、または整備を図るという上で一定の料金の値上げを含め、

資金を確保したいという考え方かなというふうには僕は思うんですけれど、ただ一方で言う

と、内部留保というか資金統合やはり６億5,000万ぐらいあるので、その辺の活用も今後や

はり考えるべきところがあるし、本当にこの間のアセットのやつをちょっと僕もほかの人に

見てもらったら、本当に例えばいわゆる非常用電源など含めて、やはり災害時に必要になる

ものなんかは、本当にそれは水道料金なのか一般会計からの支出をしてもらえないものなの

かというようなことなんかは、もっとやはり精査をして整備をしていく必要があるんじゃな

いかなと私は考えています。 

○水道課長（石井尚徳君） 平成29年度末の内部留保というか、一応定期預金と普通預金で７

億5,514万4,435円ということで、資金的には確かにありそうな感じはするんですけれども、

水道というものは住民の方のライフラインでありますものですから、災害とかそうした場合

の対応ということで、この程度できたら10億円程度の預金があったらいいなというふうに考

えているんですけれども、それと新白田浄水場の建設計画が計画をしておりまして、2026年

度に完成の一応計画ですけれども、2027年の４月１日現在の過去の企業債の残高が8,455万

8,533円ということで、できたらそのお金を利息が19.5％ということで非常に高い企業債な

ものですから、できたら８億何千万なものですから、それは一括してできたら返したいんで

すよ。利息が19.5％なもので、非常に高利なものですから、もろもろのいろいろ予定があり
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まして、できたら最低10億円ぐらいまで欲しいんですけれども、その辺はちょっと不可能か

と思いますけれど、この29年度末の７億5,000万円程度は最低限とっていきたいと考えてお

ります。 

○１４番（山田直志君） そうするとやはり５拡のまだ残金がそのぐらいあって、新しい事業

やる上では、やはりそこで一括返済にして新しい事業のやはり償還に切りかえるという考え

方。 

○水道課長（石井尚徳君） 国の考え方としまして、浄水場に対する建設費に対しては、国が

広域化を進めているもので、例えば３つの町が２つになった場合、３つあった浄水場が２つ

で済むものですからね、そんなもので、それは浄水場をまたつくるというものは広域化を国

のほうで進めているのに逆行しているわけですよね。ただ水道管についてはなくすことがで

きないもので、その辺に関しては、どうしようもない市町村に対してはお金を出そうという

考えなんですよ。なもので、この町の考え方としては浄水場を建設する場合には、企業債で

丸々借りようというふうに考えております。もしかして、水道管を更新やっていくんですけ

れども、補助金を出してくれるという考えが国のほうで若干ですけれどもありますもので、

浄水場建設に関して企業債を借りようというふうに一応考えております。 

○１４番（山田直志君） そうすると、今の課長の御答弁ですと、企業債については広域でい

った場合とか、今うちの町がそうじゃない場合で、逆に縮小してやっていこうということな

んだけれども、その場合はやはり企業債や何やかんやは補助金に対して、多少の差というの

は出てくるの。今の言い方聞いていると、いわゆる高齢化の場合は割となんか企業債の部分

とか国の方針に沿っている場合はいわゆる一般会計といえば交付税措置が多いんですよとか

少ないんですよとかというのが考え方の中にあるじゃないですか、結構国の方針に沿ってい

ると、交付税算入は大きくて、そうじゃないことをやった場合は交付税算入低いですよとい

うような形になるんだけれど、水道課で今回浄水場をやはり整備しなおす場合には、何らか

そういう起債関係で何か影響が出るという見方ですか。 

○水道課長（石井尚徳君） その辺の交付税とか、その辺の細かいところはちょっとわからな

いんですけれど、国の結局総務省なんですよね、水道につきましては厚生労働省なんですけ

れど、補助金とかそういった関係は若干総務省の結局管轄になってくるわけなんですよ。30

年たまたま水道財政のあり方に関する会議に私が東伊豆町が指名されまして、６回出たわけ

なんですよ。その会議というのは、全国の市町村の水道事業会計は大変なもので、どうしま

しょうかという結局会議だったんですよ。どうしようもないところに対しては、お金を出そ
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うというか、補助金を出そうという考えなんですけれど、ただ浄水場建設に関しては、全国

的に広域化を推進しているもので、新たに合併なんかをして新規に浄水場をつくるというの

は広域化の逆方向というか、広域化を阻害する要因なもので、浄水場建設に関しては補助金

を出すのはまずいじゃないかという結果なんですよ。ただ、管に関してはなくすことはでき

ないもので、どうしようもない市町村に対して、努力してもどうしようもできないところに

対しては、補助金を出そうという考えなんですよ。ただ、浄水場の中でも昨年度災害がたく

さん発生したもので、土砂災害とかそういったものに危険地域に対してはお金を出しましょ

うという考えはありますね。そういうことですけれど。 

○１４番（山田直志君） うちのところも結構土砂災害警戒区域内にまあ民家がないから線引

きしていないけれど、相当土砂災害も危ないし、白田川がやはり護岸を削っていくという問

題なんかやはり危険な要素はたくさんありそうなんだけれど、まあわかりました、いずれに

してもこの間聞いたようなその形の中で浄水場の形というものは広域化じゃないよという形

をいくというようなことの中で、この辺になるとその補助金なのかわからないけれども財政

的支援が受けられるか受けられないかということが不透明になるということで、そうすると

今の担当の考え方としては、やはりこの整備を早くするということになると、やはり５拡の

時の借金もやはり一括返済をして、今後の事業を早めに浄水場の工事等を早めに着手できる

ような形での財源確保というものを今考えて料金審議会を検討していると、こういう解釈を

してよろしいですか。 

○水道課長（石井尚徳君） 新白田浄水場につくるシフォンタンクですか、そちらを使います

と無人になってくるわけなんですよ。それで一応きょう現在、浄水場職員が５名でして、人

件費が年間3,600万円ほどかかっているわけなんですよ。その辺が無人化になれば削減をで

きますし、その分を工事費のほうに回すことができるものですから、一日も早くできたら完

成をしたいわけなんですよ。その辺が一番やりたいことなんですけれども、あくまでもです

から水道料金改定にしても、役場水道課のほうで何らかの努力をこれだけしてますよという

ことを見せないと、町民というか住民も納得してくれないと思うんですよ。なもんで、削る

ところとしたら水道課としては水道課の浄水場の人件費とか電力費、動力費を削らないとお

金が出てこないものですから、あくまで、水道料金で水道事業を賄うというのが大原則なも

ので、そういったことで、ない頭で頑張りましたけれど計画させてもらいました。 

○１４番（山田直志君） だから結局あれでしょ、31年度からの調査で始まる井戸の関係で、

やはり稲取系を動力費の削減をしていくということと、平成26年までにだから二十二、三年



－27－ 

ぐらいから浄水場をやっていくということで、動力費の削減と人件費の削減をすることでい

ずれにしても安定して水道事業を維持しようという考え方だよね今はね。そういうふうにこ

の間水道事業が受け取っていますけれども、しかしなかなか５年間に１回の改定とはいえ改

定は厳しいですね。 

○水道課長（石井尚徳君） すいません。 

  平成30年度白田浄水場から新稲取配水池の１日当たりの平均の流量が3,845立方メートル

なんですよ。それで平成27年度と28年度に掘削した水井戸の水道事業の許可量が2,000立方

メートル、それときょう現在の３号井戸の許可量が1,300立方メートルなんですよ。合計し

ますと3,300立方メートルぐらいになってくるわけなんですよ。それで、３号井戸は唐沢地

区に使っているんですけれど、その当時給水人口が少なかったもので1,300立方メートルの

許可量しか申請をしなかったんですよ。なもんで、その水道事業の変更申請をすれば1,300

立方メートルから1,500立方メートルとかに上昇する可能性が高いわけなんですよ。なもん

で、3,500立方メートルぐらいまで水が出てくれればある程度、稲取地区の85から６％ぐら

いが賄うことができると思うんですよ。それで、20年後ぐらいすると、白田浄水場からもう

水を送水しなくても給水しなくても可能ではなかろうかという数字が出てきているわけなん

ですよ。ただ、水道管なものですから、ある程度水をどうしていかないと結局錆とかその辺

の問題が発生しますから、その辺は慎重にやっていきたいと考えておりますけれど、一応計

算上は水井戸が計算どおりに出てくれれば、20年後ぐらいしたら白田浄水場からの給水が必

要なくなってくるのではなかろうかと、一応計算上はそういうふうになっております。 

○委員長（森田禮治君） 同じ人があれだとか、ほかの人がやってからまた。 

○１４番（山田直志君） ここは最後で。 

  言っているあれは当然そうだと思うんですけれど、当然機械があるから、ある程度動かし

ながらという部分と、ただ心配されたようなさびというのは５拡でやった水道管は中がちゃ

んとコーティングされているからさびは出ないぐらい立派な、横浜や大都市で使うような水

道管を使っているというふうに聞いてますから、さびの心配はそんないらないんじゃないの

かなとは思いますけれど、ただ機械はやはりある以上定期的に動かさなきゃいけない。 

○２番（稲葉義仁君） 15ページ、排水及び給水費のところの予定額が前年よりふえていると

ころ、おおむねの要因というかそのあたりがわかれば教えてください。 

（「休憩願います、すいません」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 暫時休憩します。 
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休憩 午後 １時３０分 

 

再開 午後 １時５１分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

○水道課業務係長（中山美穗子君） 水道課係長です。 

  先ほどの排水及び給水費の前年度に比べて1,029万3,000円の増の主な要因になりますが、

委託料で287万円の増があります。水道管理台帳システム補修委託料の増です。修繕で226万

5,000円、漏水対策等が主な増の要因です。あと、動力費で448万3,000円が増を見越してお

ります。 

  以上、３点が主な増の要因です。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○８番（須佐 衛君） 先ほど滞納件数について300件ということでお伺いしたんですけれど

も、これ一般町民の方と簡易水道の方といると思うんですが、その割合というのはわかりま

すでしょうか。比率というか。 

○水道課長（石井尚徳君） すいません、後ほど資料を補塡いたします。すみません。 

○８番（須佐 衛君） そうしましたら、18ページの資本的収入及び支出の支出のほうですけ

れども、こちらの建設改良費３目の配水及び給水施設整備費ということで7,591万円、この

辺のところですねちょっと御説明をお願いします。 

○水道課長（石井尚徳君） 建設改良費につきましては、目にかかわらず全部で16件の工事を

予定しております。 

  ３目の排水及び給水施設整備費の関係につきましては10件ほど予定をしております。 

それを１個１個あれですか、読み上げますか、それとも紙か何かで後ほどお渡ししましょ

うか。 

○８番（須佐 衛君） そうですね、そのほうがわかりやすい。そうしましたら、建設改良費

全般にわたってもしあれでしたら紙でいただけるんでしたらいただけますと非常にありがた

いかと思います。 

○水道課長（石井尚徳君） 工事費も全部のっけたほうがよろしいですか。配水一本の金額で

よろしいですか。入札なんかの関係があったりしますもので、できたら合計。 
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○８番（須佐 衛君） 概略だけで。 

○１４番（山田直志君） すみません、後同じ18ページの調査費の関係なんですけれど、どう

も昨年度と違って今年度31年度の部分の測量調査基本設計等々というのは、これはもう既に

これからの水道ビジョンに対応したやはり取り組みの一環として調査を設計等が入ってきて

いるというふうに考えていいんでしょうか。 

○水道課長（石井尚徳君） この辺の関係につきましては、一応経営戦略の中に数字とかもの

っけてございます。内容的には町営野球場近辺の水井戸３本の利活用に対する測量調査、そ

れとその３本の基本設計になってきます。それで、詳細設計につきましては、再来年度32年

度ということで、一応計画しております。一応概要が出ましたら、一応町会議員の方に説明

をしたいと考えておりますけれども。 

○１４番（山田直志君） そうすると、これはやはりもう先ほど来出ている動力費を削減する

ために稲取の井戸をやる、そのための測量調査をして、32年度に詳細設計をとる、33年度ぐ

らいからはもう工事に入るという計画性の中で取り組んでいるというふうに理解していいの。 

○水道課長（石井尚徳君） 32年度につきましては、詳細設計と水道事業の認可の申請をした

いと考えております。それで平成33年度と４年度で２年間をかけまして、その工事のほうを

実施したいと考えております。 

○委員長（森田禮治君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結します。 

  これより議案第28号 平成31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（森田禮治君） 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。 



－30－ 

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

ましたら委員会の総意として委員長報告書に意見を付したいと思います。 

  要望事項や希望意見はありませんか。 

○１４番（山田直志君） 審議の中でも出たり、休憩中も出たんですけれど、やはりこれから

の水道ビジョンを実行していくという段階で、やはり職員をやはり一定固定化して全体を見

渡してやっていただくということがなんかすごく大切なことじゃないかなというふうに感じ

ているもので、言葉としてどういうふうに表現していいのかわからないんですけれど、そう

いうことをぜひ私は行ってほしいなと思います。 

○委員長（森田禮治君） ただいまの意見に対しては、また、まとめの時に相談したいと思い

ます。まとめた後に課長のほうへ行くかもしれませんので、よろしくお願いします。 

  ただいまの意見を報告書に意見として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（森田禮治君） 異議なしと認めます。 

  よって、委員長報告書に意見を付することに決まりました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

 

再開 午後 ２時１８分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  次に、本委員会に付託されました議案第25号 平成31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。 

  質疑はありませんか。 

○１４番（山田直志君） 地域おこし協力隊の方も入ったりとか、アクアラングでやったりと

か、また、そうじゃない人もあれしたりとかって、そういう記事は情報として見ているんで

すけれども、そういう観点からするとちょっと予算計上の部分では減額になっていると、ま

ずああいう地域おこしが入ったりいろんな形の中で、収量とかいろいろ見てアップしてして
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きているのかどうなのかという部分と、ちょっとそうはいってもこの海洋の問題だとかあっ

たりしているという話が海の中だからあるんだけれど、その辺の一定効果というのが出てい

るのかどうなのかちょっとまずそこのところ聞きたいんですけれど。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 地域おこし協力隊の１名が２年目ということで技術を習得中

な感じです。船を出せる時期というのがやはり漁師さんが船を出さないと漁業権がないもの

で、出ないんですけれども、それから凪のいい時にはどうしても自分の漁に行ってしまうと

いうことで、なかなか出す機会がなくて、その船も大きい船なものですから沿岸のほうにな

かなかよれないということと、後アクアラングだと足がつかないから足場がふらついて余り

うまくとれないというようなところもあるらしいですよ。課題は小さい船でもう少し操業す

る日数をふやしたいということと、やはり足をつけてできるような形をもう少し考えなきゃ

というところが委員会の中で出ています。去年は台風でかなりやられて、草のつきが悪かっ

たということで、本当に収入が少なかったというのが現状です。 

○企画調整課管財係長（岡田賢一君） 今年度から小回りのきく船をちょっと使えるような状

態にして、また天草漁を行っていきたいというふうな報告は受けております。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

 

再開 午後 ２時２３分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより、討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結します。 
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  これより、議案第25号 平成31年度東伊豆町稲取財産区特別会計予算についてを採決しま

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（森田禮治君） 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まりました。 

  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（森田禮治君） なしと認めます。 

  引き続き、本委員会に付託されました議案第26号 平成31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します。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象は、歳入、歳出全部といたします。 

  質疑ありませんか。 

○２番（稲葉義仁君） 332ページの売電収入の部分ですけれど、今年度は2,000万で見込まれ

ているようですが、どのぐらいの稼働率というか置き方のイメージでこういう感じになるん

でしょうかね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 毎月大体風の風況が違うものですから季節によって、４月は

何万円、大方何万円、冬は何万円という形で積算しました。調べて資金200万ぐらい安全を

見て今年は2,000万という形で計上しております。 

○２番（稲葉義仁君） 大体トラブルがない限り普通に動いて大体このぐらいの額になるとい

う理解でよろしいですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） はい。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○１４番（山田直志君） すいません、335ページのところに保安管理委託料の関係なんです

けれど、これはもうあれですか、５年間とか定額で５年間とかやはり決まっている金額にな

るんですか。 

○企画調整課長（遠藤一司君） これにつきましては1,000万円の内容は毎年故障によっても
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違うんですけれども、年次点検と月次点検がありまして、それが大体定額なんですが、その

ほかにも突発的な故障があったりしますと、修繕費もありますけれどもこっちで作業したり

とかいろいろやり方があるんですけれども、その年次、月次については毎年大体同じぐらい

の金額でやっています。 

○１４番（山田直志君） まだ昔というかあと数年ぐらい前だとここが1,500万ぐらいのとこ

ろがあったり、2,000万超えるような時があったりとかいろいろした記憶はあるんですけれ

ども、ただ今１基ということになったので、もう少しここが負担が減ってくるのかなという

ふうにちょっと思ったもので、あらかじめもう1,000万とかで４年間５年間の固定契約をし

てあるのかなと思ったのはそういうところなんだけれど、当然今のお話から聞くと場合によ

ってはこれはもう少し金額が場合によっては決算時の段階では残る場合もあるかもしれない

し、当然故障があることでここがふえる可能性もあるというそういう状況の予算というふう

に考えていけばいいですよね。 

○企画調整課長（遠藤一司君） 先ほどおっしゃったように３基が１基になったということで

減っているということと、あと２基とまっていますけれどもやはり制御をしていまして、そ

のために保守が必要という部分もあるので、丸々３分の１にというわけにはいかないという

ところもあります。この中に言えば、この保守点検時の部品交換の費用も含めてありますの

で、その費用が少なければ当然決算時には少なくなるということで御理解いただければと思

います。 

○委員長（森田禮治君） ほかに意見はありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 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（森田禮治君） 討論なしと認めます。 

  これをもって、討論を終結します。 

  これより議案第26号 平成31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。 
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（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 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がありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） なしと認めます。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３１分 

 

再開 午後 ２時４４分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  次に、本委員会に付託されました議案第27号 平成31年度下田市、東伊豆町、河津町、南

伊豆町、松崎町、及び西伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置事業特別会計予算についてを

議題とします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を歳入、歳出全部といたします。 

  質疑ありませんか。 

○１４番（山田直志君） 一応全協でも話は何回か聞いているところなんですけれど、一応新

たに特別会計ということなので聞いていきたいと思いますけれど、この幼児教育アドバイザ

ーという形のものは例えば全体の仕事はあるとは思うんですけれど、分担するんだけれども、

うちの町なんかは具体的には何回ぐらいとか何日ぐらい来て対応していただけるのかという

ところが１つと。後具体的にはどういう方が選任をされるのか、その点をお聞かせください。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） まず、何回かということなんですけれども、東伊豆町

に関しましては訪問回数が巡回訪問として確定しているのが１回、要請訪問といって、こち

らからの要請で行くのが１回なんですけれども、これは施設に一度ですので東伊豆町の場合

は幼稚園が２園、保育園が１園と数えて３カ所を各１回ずつということなので、巡回で３回、
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要請で３回の６回が基本となっております。これ以外に研修など合同でやった場合には来て

いただくとかそういったことも考えられるんですけれども、それは今後のすり合わせでまた

決まっていく内容ですので、現在決まっておりますのはその回数という形になります。 

  もう１つ、どういう方がという御質問でしたが、この事業につきましては、今年度既に静

岡県が主導でやっていただいていまして、既に下田の幼稚園の先生を退職した方が既にアド

バイザーとして研修を受けながらプロとして活動してくれております。この方を継続して雇

っていこうという今内容で進めていますので、その方がそのまま就任されるという形になる

はずです。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） 休憩中にちょっと委員長とも話したんですけれど、やはりこういう

アドバイザーが必要になるということは、特に今まさに幼児を育てている環境、また、その

家庭の状況だとか、こういうものがやはり非常に複雑になったりしているので、こういうあ

り形のものが必要になってきたのかなというふうに思うんだけれども、そういうふうに理解

していいのかな。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 今求められている事業になってきたのでこの事業が始

まっているという理由なんですけれども、やはり小学校から中学校へも、幼稚園から保育園

から小学校へも同じことが言えるんですが、環境が変わったときにすぐに対応できない子供

が大分ふえてきたということで、社会環境ですか家庭環境も影響しているのかもしれません

けれども、新しい環境にすぐなじむというのは今まで大きな組織で結構育ってきた子供が結

構少ない人数の中で教育を受けたりしていることもふえてきたものですから、そういった環

境の変化にすぐに対応できにくくなっているというのもよく言われることなんですけれども、

そんなことで例えば幼稚園児、保育園児が１年生に上がったときに、授業として人の話を聞

けない、勝手な行動で動き回ったり、勝手に出ていっちゃったりということを防ぐ意味でも

まず幼児教育の先生方を含め、子供も教育して対応しやすくすると、なおかつ教える先生方、

教員の方々にもこういう指導をしていかないとなじみにくくなってしまうので、なじみやす

くするための指導という形で幼児教育アドバイザーというものが全国各地で今広がっている

ところだということです。 

  以上です。 

○１４番（山田直志君） そうすると、自分の子供らのときもそうだったんですけれど、ちょ

うど文科省でいわゆる今言われている自由保育みたいなものが始まって、特に今局長言われ
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たように幼稚園から小学校にいた段階だと本当に授業を聞いていられない子がやはり多数出

てきたと思うんですよ。そういうことに対応していくというか、それはそれであるんだろう

し、ただ、今一方で考えると、この間にやはりいろんな事件的なもの考えたりすると、もう

一方今度は考えると家庭でのいろんな問題ということがあるんじゃないかなと思うんだけれ

ど、この辺は、このアドバイザーはそこまでは踏み込まないという形なんですかね。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 全く踏み込まないかどうかというのはその時々の対応

でまた変わるんですけれども、基本的には親御さんを含めた研修会などではそういうアドバ

イスもしていくこともあるでしょうし、そういう場合の対応というのは、スクールソーシャ

ルワーカーさんとかがいらっしゃいますので、そちらの面の方のがアドバイス的なことはや

っている形になっております。 

○委員長（森田禮治君） ほかに。 

○１４番（山田直志君） 関係市町村負担金でこれを賄うわけなんだけれど、これは負担率と

いうのはやはりある程度３年とか５年に１回人口とか子供の数とかいろんなもので見直しが

あるという性格のものですか。 

○教育委員会事務局長（梅原 巧君） 見直しにつきましては、毎年度行っていきます。とい

うのは児童生徒数が変わってきますし、今現在うちも含めてなんですけれども、施設数が変

動の時代がありまして、幼児教育施設が統合されたり減っていったり、その形も可能性が高

いですので、毎年度見直しという形になっております。 

○委員長（森田禮治君） ほかには。 

（発言する人なし） 

○委員長（森田禮治君） では、質疑なしと認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 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31年度下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、及び

西伊豆町幼児教育アドバイザー共同設置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。 
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（「異議なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 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（森田禮治君） なしと認めます。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５４分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  以上で本委員会に付託されまし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22日の本議会前事前に皆さんにお示ししたいと

思います。 

  来る３月15日、13時30分より検討したいと思いますので、御出席願います。 

  本日はこれにて延会いたします。 

  御苦労さま。 

 

延会 午後 ２時５５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３１年３月１９日（火）午後１時３２分開会 

 

出席委員（６名） 

     ３番  栗 原 京 子 君      ２番  稲 葉 義 仁 君 

     ７番  飯 田 桂 司 君      ８番  須 佐   衛 君 

    １１番  森 田 禮 治 君     １４番  山 田 直 志 君 

 

欠席委員（なし） 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（なし） 

 

議会事務局 

議会事務局長 山 田 義 則 君   
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開会 午後 １時３２分 

 

○委員長（森田禮治君） 時間が来ましたので、始めたいと思います。 

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

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します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時３２分 

 

再開 午後 １時５９分 

 

○委員長（森田禮治君） 休憩を閉じ、再開します。 

  委員長報告書について訂正及び追加等がございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） なしと認めます。 

  これをもって、特別会計予算審査特別委員会を閉会したいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（森田禮治君） 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。 

  これをもちまして、特別会計予算審査特別委員会を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時００分 


