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開会 午後 ２時３１分 

 

○臨時委員長（栗田成一君）  それでは、ただいまから東伊豆町議会委員会条

例第９条第２項の規定に基づき、私が年長ということで臨時委員長の職務を

行います。どうぞよろしくお願いをいたします。 

  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、開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  これより委員長選挙を行います。 

  お諮りいたします。委員長の選挙は指名推選にしたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時委員長（栗田成一君）  御異議なしと認めます。したがって、選挙の方

法は指名推選で行うことに決定しました。 

  お諮りいたします。指名の方法について、臨時委員長から指名することに

したいと思いますが、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（栗田成一君）  御異議なしと認めます。したがって、臨時委員

長が指名することに決定しました。 

  委員長に…… 

（「新たにちょっと推薦を」の声あり） 

○臨時委員長（栗田成一君）  いろいろちょっと前からやりましたけれども、

推薦にしたいと思いますので、推薦がないか、誰かおっしゃってください。 

○１３番（定居利子君） 栗田委員にお願いいたします。 

（「賛成」「お願いします」の声あり） 

○臨時委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。御意見。 

（「なし」の声あり） 

○臨時委員長（栗田成一君）  何だかわからないけれども、そういうふうにな



りましたので、では私が委員長をさせていただきます。それでよろしいでし

ょうか。 

（「お願いします」の声あり） 

○委員長（栗田成一君）  ただいま委員長に私が当選をされましたので、一言

御挨拶申し上げます。 

  私はいろいろまだまだ経験不足でございます。それから、多少言いたいこ

とを言うほうなものですから、その辺のところは我慢をしていただいて、私

でよければお受けしますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君）  それでは、何とか皆さんの御協力を得まして務めた

いとは思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３４分 

 

再開 午後 ２時３４分 

 

○委員長（栗田成一君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  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、指名推薦にしたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） 御異議なしと認めます。 

  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

  お諮りいたします。指名の方法については、委員長が指名することにした

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） 御異議なしと認めます。 

  したがって、委員長が指名することに決定いたしました。 



  ちょっと休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３６分 

 

再開 午後 ２時３８分 

 

○委員長（栗田成一君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

  それでは、副委員長については委員長の指名ということで、６番の藤井さ

んをお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「お願いします」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） それでは、藤井さんがおりますので、一言ございま

したら挨拶をお願いいたします。 

○６番（藤井廣明君）  それでは、皆さんの推薦、あるいは委員長の指名で副

委員長になりましたので、委員長を助けて審議を円滑にやりたいと思います。

皆さん、御協力よろしくお願いいたします。 

○委員長（栗田成一君） どうぞよろしくお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時３９分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○委員長（栗田成一君） 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 60号  平成24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。 

○１０番（鈴木  勉君）  財産区会計の中で、前年から比べると非常に数量的

に漁獲高というんですか、採草高というんですか、テングサのとれた量が増



えているんだけれども、これ、船は増えたとか何か要因があるんですか、増

えた要因というのは。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  テングサの水揚げ高は前年比で 6,880キログ

ラム増えております。船は１隻で同じでございます。要は生育がよかったと

いうことだと思います。 

○１０番（鈴木  勉君）  海がなぎで漁をする期間も増えたとか、そういう要

因があるということかな、増えた理由の中には。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  プロではなくてわからなくて申しわけないん

ですけれども、その辺の要因も確かにあったんではないかと思います。それ

から、単価も非常によかったということも聞いています。 

（「そうですか。わかりました」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 

○６番（藤井廣明君） これは、相変わらず１そうですか。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  今、10番、鈴木さんにもお答えしましたけれ

ども、１隻で変わっておりません。 

○６番（藤井廣明君） 増える見込みということはないですか。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  去年か、今年の付帯決議か何かでもそういう

指摘がされておりますもので、漁協のほうにはその辺のことをお願いしまし

たけれども、漁協としても非常に難しい問題でという返事をいただいており

ます。 

○委員長（栗田成一君） では、休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

 

再開 午後 ３時０２分 

 

○委員長（栗田成一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君）  ないようでございますので、稲取財産区特別会計決



算につきましては、質疑を終結したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君）  なしと返事がございましたので、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（栗田成一君） 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 60号 平成24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（栗田成一君）  御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附帯決議を付

したいと思います。要望事項や希望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） なしと認めます。 

  以上をもちまして、稲取財産区特別会計の審議を終了いたします。 

  御協力ありがとうございました。職員の皆さん、ありがとうございました。  

  引き続き、本委員会に付託されました議案第 61号 平成24年度東伊豆町風

力発電事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を歳入全部といたします。 

  質疑ありませんか。 

  何もないのもおかしいから、ひとつお願いします。 

○１２番（居山信子君） 12番。 

  先ほど全員協議会で町長のほうから温泉熱についてのお話を聞いたわけで



すけれども、財源的なことを風力の中からというふうに町長はおっしゃって

いたかと思いますけれども、何かそこのところで課長のあれとちょっとかみ

合わずにあれだったんですが、 24年度の場合、基金の取り崩し金というもの

が 1,560万円というふうなことで、基金取り崩しがなされております。今後、

やはりこの風力の施設をどういうふうに活用していくか。今までいろいろな

形で補助金等を出しているわけですけれども、その辺が今回この決算の中で

どんなふうに、課長、あれでしょうかね。残っているものというものは。 

（「よくわからないんだけれども」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 風力のね。 

（「基金か」の声あり） 

○１２番（居山信子君） 基金。その辺についてちょっと説明をいただきたい

なというふうに思います。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  これは24年度決算ですので 24年末の基金残高

ですが、2,411万8,567円ということになっております。取り崩しの後の金額

です。 

○１２番（居山信子君）  当初、この風力のスタート時からいろいろ委員会等

でも議論がなされてきている課題で、今後風力がどんなふうな経過をたどる

かがあれですけれども、施設が要らなくなった段階での撤去費用等々にやは

りある程度のものを確保しておく必要もあるんではないかというようなこと

も、過去にはいろいろ話の中に出てきたことかというふうに思いますけれど

も、そういう意味で 2,412万円ほどあるものが基金残高としてあるというふ

うなことなんですけれども、毎年あれですよね。それぞれで使われているも

のもございますけれども、その辺も考えた上で今後どんなふうに推移をして

いくのかというところなんですけれども。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  エコ対策ということで９年間、住宅用の太陽

光のシステムの補助金ですとか、そういうものに財源として繰り出しをして

きた累計が3,563万2,000円をそれだけ繰り出しています。 

  それから、今後の見通しというのは、去年は例の落雷事故があって６カ月

ほど停止をしたものですから、その辺もあって基金からの繰り入れも必要に



なってきたんですが、御承知のとおり 24年の７月から売電単価が変わりまし

て、11円76銭から 19円 45銭と非常に高額になったわけですが、この辺から今

までの売電、発電状況を勘案しますと増収が見込めるということで、本年度、

これは24年度の決算ですけれども、 25年度についてはエコリゾートというモ

デル事業をやっていますから、それである程度繰り出し措置をしたんですが、

それも25年度で終わりますので、その後は基金の積み立てにも配慮していく

予定で頭の中には置いております。 

（「了解です」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） これ、課長、直接決算に関係ないんだけれども…… 

（「そういうときはかわらなければだめ。副に言って」

の声あり） 

○委員長（栗田成一君） いいですか。 

○副委員長（藤井廣明君） はい。 

○７番（栗田成一君）  これは決算とは違うんだけれども、見学をかなり力を

入れているようだけれども、その実績というのはどんなふうになりますか。

町が関与した内容です。 

（「ちょっとこれ一般会計の質問になってしまうんだけ

れども」の声あり） 

○企画調整課長（吉野竹男君）  一般会計の質問になってしまって、ここには

出てこないんですけれども、休憩をとっていただければ。 

○委員長（栗田成一君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時１０分 

 

再開 午後 ３時１３分 

 

○１０番（鈴木  勉君）  事業費の内訳の中に、成果表の 38ページに修繕料と

保安委託料というのがここに計上されているんだけれども…… 

（「収入」の声あり） 



○１０番（鈴木 勉君） 指名されていないか。 

（「違う。収入のほうしかやっていないんだけれども、

歳入のほうしか」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） 風力発電の事業をやっているんでしょう。 

（何事か言う声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） いいか。 

○委員長（栗田成一君） どうぞ。 

○１０番（鈴木  勉君）  この事業費の中の保安料としてこれだけ 1,790万円

計上されているではないか。その中でこの修繕費というのがまた計上されて

くるんだけれども、この要因としては落雷事故だとか、そういう事故と、そ

れからもう風車の耐用年数が相当たっているからそういう資材の自体の消耗

度というものがどれぐらい加味されているのかと、そういうのが決算の中で

はどういう感じで、比率的にはどうなっているのかなと。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  まず、委託料ですが、これは維持管理計画と

いうのができたときにメーカーのほうから 10年間、当然途中修繕も必要にな

るんですが、示されていまして、その中で３年ごと、５年ごとに当然機械も

のですから、部品交換を要するのはこの辺が出てきますと、若干変更面は出

てきますけれども。だから、３年、５年というのが言うならば重要点検の年

になるということで、たまたまこの年、 24年度が３年毎の９年目だったとい

うことで、いつもより大きな委託料が発生しているということでございます。  

  だから、今言いましたけれども、修繕費のほうにつきましてはこの中で想

定ができなかったもの、当然回転部分ですとか、そういうところで出てきま

すものですから、そういうところの修繕が発生をしてきたと、これは当然経

年劣化の部分もあろうかと思います。比率と言われても、ちょっとこの辺は

出ないんですが。 

○１０番（鈴木  勉君）  保守点検の中で、部品の交換としての摩耗度の中で

修繕費というものも計上されてくると思うんだよね、普通は。この部品が摩

耗したからそれを取りかえますというのも修繕費ではないですか。それは違

うのかな。 



○企画調整課長（吉野竹男君）  先ほど言いましたように、保守計画の中にあ

ってもう何年目にはこの部品を交換しましょうという計画になっているもの

は点検の中でやっています。それ以外の想定ができない経年劣化をしたもの

とか何とか、突発的に出てきて修繕、それについては修繕費でやっています。

だから、計画の中にあったものの交換については、点検とあわせてやってい

ます。 

○１０番（鈴木 勉君） 保守料でやってくれているわけね。 

  私も肝心な質問をしたいのは、この間、長期サボっている機会をよく見か

けるんだけれども、ああいうのが保守点検という形の中でいかにああいうサ

ボり方を少なくさせるかというのも、私は保守点検に対しては非常に厳しい

目を持っているわけですよね。そういう事故が―落雷事故みたいな形とい

うのも、本来はこれから全国の中ではもう何千基とかという形が出てくるか

ら、落雷防止だとか何とかそういう装置も開発されてくるんじゃないかなと

いう期待もあるんですけれども、それ以外の事故というものはやはり保守点

検というものをやっているんだから起きてはいただきたくないわけだよね。

そういう感じの中で、私は保守料の中で今言ったみたいに、定期点検で取り

かえたものはそっちですよというのはちょっと理解できなかったんですけれ

どもね。そういうことです。 

○委員長（栗田成一君） いいですか、答弁は。 

  ほかにございませんか。 

○１３番（定居利子君）  これ、返済は 20年ですか。 15年でしたっけ。それか

ら、あと残高がどれぐらい残っているのか。ちょうど今返済している一番高

い、ここ二、三年が一番高いんじゃないかなと思うんですけれども、何年目

に入ったかどうかと、あと償還が何年残っているのか。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  一応、償還の金額につきましては、当初が元

利が据え置かれていますから、利子ばかり払えばそんなに―３年据え置き

ですから３年間は利子だけだったんですが、それから元利均等払いというこ

とですから、償還額は今ピークというよりも一緒です。これが 15年には12月

ごろの稼働ですからちょっとだったんですが、今年で９年目ということで、



残りが６年。これは耐用年数で計算していますので。 

○１３番（定居利子君）  15年ということの形の中で、あと６年残っていると

いうことだよね。基金は今回町長のお話だと積み立てはしないということな

んです。基金というか、風力の収益のこの分は基金のほうへ今回は積み立て

をしないで先ほどの全協のほうへ使わせていただくということなんですけれ

ども、極力、今後あれを取り壊すための基金ですので基金は積み立てをして

いただいて、修理等は保守点検とか、また保険等がききますので、そういう

やはり今後の心がけというのは大事ではないかなと思うんですけれども、い

かがですか。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  決してあれを取り壊すための基金だというふ

うには思っていません。風力発電所を運営するに当たっての基金ということ

で、それは当然最終的には取り壊しの費用も入ってくると思いますけれども、

必要なときには基金で財源補填をするというのは目的に沿った内容だと思い

ます。 

  それから、先ほど言いましたように、単価が改正になりまして、そこによ

る増収が今後見込まれますものですから、その辺の増収分を基金積み立てに

配慮をしていきたいという話を先ほどからしていましたけれども、そんなよ

うに考えております。 

○１３番（定居利子君）  風車ができる当時は基金に積み立てして、あれを取

り壊すときの準備としておきなさいということで、基金へは最初のころどん

どん積み立てをして、またその中から修理も行われたと思うんですよ。１基

取り壊すのに幾らぐらいかかるかわからないんですけれども、例えば６年後

か10年後か、それはわからないんですけれども、それを一般財源からまた繰

り出すことのないように、極力風力は風力の範囲内で処理していただけるよ

うに要望はしておきます。 

  以上です。 

○委員長（栗田成一君）  課長、何かあれば。わかったとか、わからないとか。  

（「なかなか言いにくいとは思うんですけれども」の声

あり） 



○企画調整課長（吉野竹男君）  内容はわかります。ただ、今後も機械もので

すから経年劣化という部分がありますから、当然予期しない修繕とかという

ものは想定しなければなりません。なければ、基金はそれなりにたまると思

うんですが、先ほど言いましたように、施設の運営に対する基金という解釈

を持っていますから、それも必要に応じてそのときに基金は活用させてもら

うというふうに考えております。 

○委員長（栗田成一君）  13番さん、よろしいでしょうか、今の件はそういう

ことでございますけれども。 

○１３番（定居利子君）  わかりました。運営資金ということですよね、基金

の場合は。ということで理解してよろしいんですね。 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 

○２番（内山愼一君）  ８ページの風力発電所、区分の 22、風力発電所用地補

償費20万4,141円、これはどこに払っているのかな。 

○企画調整課長（吉野竹男君）  進入路の一部に白田の財産区の土地が入って

おりますもので、そこへお支払いをしております。 

（「わかりました」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） よろしいですか。 

（「ちょっと休憩してくれますか」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時２３分 

 

再開 午後 ３時２５分 

 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君）  なしというご意見がございましたので、それでよろ

しいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 



○委員長（栗田成一君） 引き続き討論もないということで。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） わかりました。 

  討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 61号 平成24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（栗田成一君）  御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附帯決議を付

したいと思います。要望事項や希望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） なしと認めます。 

（「先ほどの……」の声あり） 

（「あれ、当初予算でつけられていますよ。今年の当初

予算のときに付帯決議の同じことついていますから、

それは十分にそこで」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） 要望事項はなしとします。 

  以上をもちまして、平成 24年度東伊豆町風力発電事業特別会計歳入歳出決

算認定については終了いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

休憩 午後 ３時２６分 

 

再開 午後 ３時２９分 

 

○委員長（栗田成一君） 再開します。 



  ただいま事務局のほうから予定どおりな形で明日やりたいと思いますので、

議会に間に合うようにまた参集してください。 

  これをもちまして、本日の会議は終了いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時３０分 
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開会 午前９時２７分 

 

○委員長（栗田成一君）  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。 

  前日に引き続き議案第59号に対する質疑を行います。 

  本委員会に付託されました議案第 59号  平成24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部といたします。 

（「済みません。委員長よろしいですか。済みません」

の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  議事録作成のためにＩＣレコーダーの使用

の許可をお願いいたします。よろしいですか。 

○委員長（栗田成一君） 結構です。十分活用してください。 

  それでは、これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を歳入全部といたします。 

  質疑ありませんか。 

（「ちょっと休憩すれば」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） 休憩します。 

 

休憩 午前 ９時３０分 

 

再開 午前 ９時３９分 

 

○委員長（栗田成一君） これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を歳入全部といたします。 



  質疑ありませんか。 

○１０番（鈴木  勉君）  ちょっと自分たちとしての認識不足として教えてい

ただきたいというような形になるのかなという気持ちがするんですけれども、

この介護保険の中で１号と２号という表示があるんだけれども、これの内容

性についてを教えていただきたいなと思いますけれども。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  ただいまの御質問ですが、１号被保険者は

一応65歳以上の方で、通常、介護保険料といわれている方はこの 65歳以上の

方から市町が保険料を賦課していただく形になってございます。２号被保険

者というは 40歳以上 64歳未満の方で、通常は各人が入っています健康保険に

上乗せの形でいただく形になっておりまして、介護保険特別会計といたしま

しては、診療報酬支払基金から法定分の 29％ということで交付金として受け

取ってございます。 

  以上です。 

○１０番（鈴木  勉君）  １号と２号との違いは納める先が違うということが

今説明にあったような気がするんだけれども、金額的には違いがあるんです

か。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  １号は各市町のほうで介護保険料として３

年間の計画の中で保険料を一応設定しておりますが、これ２号のやつは、国

保のほうは国保で介護分ということで一応計算式がありまして、各医療保険

の中で計算式がございまして、それで決定するような形になっています。 

  ちなみに御説明いたしますと、介護保険の給付費の場合、 100％のうち半

分を公費という形になっていまして半分が保険料なんです。 65歳以上の方の

保険料を納める割合が 21％、２号被保険者、 40から64歳までの方が納める割

合が29％ということになっていまして、この 29％分につきましては、先ほど

御説明したように、支払基金のほうから交付金として交付される。 21％の保

険料の65歳以上の分を町のほうで保険料としてお願いして、徴収へ行ったり

年金からいただくというような形になってございます。 

○委員長（栗田成一君） ほかにありませんか。 

○１３番（定居利子君）  ６ページの不納欠損の件数と、一番最高額がどのく



らいか。あと収入未済額も何件ぐらいあるのかお尋ねいたします。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  主要施策の成果の説明書の 99ページをごら

んください。 

  よろしいでしょうか。この８番に保険料不納欠損の状況ということで、今

年度は41名で金額が 217万4,400円の不納欠損をさせていただきました。内容

は時効ということで、時効の内訳ですが、死亡による方が 20名で 120万5,000

円、転出の方が８名で 23万 1,100円、それから不明の方、これはその後の所

在地に住所はあるんですけれども住んでなくてどこへ行ったかわからないと

いう方が一応３名で 30万200円、生活困窮の方が一応８名で 40万6,100円、職

権消除されている方が２名で３万 2,000円で、合計で 41人で 217万 4,400円を

処分欠損させていただきました。 

  最高額の企業が今……、では、後ほどそれは、済みません。 

○１３番（定居利子君）  41名で、これ２年で時効ということで、最高額は後

でということなんですけれども、収納方法、やはり普通徴収と特別徴収はご

ざいますけれども、それは役場のほうで、会計のほうで見まして入っていな

いと言ったときに、何カ月ぐらいで例えば徴収に歩かれるのか。例えば１年

たってから徴収に行くのか。それとも支払いが滞ってから半年で行かれるの

か。そこどういう方法で、電話だとかお家へ行っていただいて、家庭訪問じ

ゃないんですけれども、そこのお家の様子を見ながら行かれるのかどうか、

その点について。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  普通徴収におきましては、一応５月に１期

目が仮徴収ということで１期目が５月になります。２期目が７月からになり

ます。ですので、 8月ぐらいまでは滞納繰越分を重点的に回りまして、９月

に入りましてから、現年のその５月、７月から滞納が始まれば、その方たち

も徴収に回るというような形でやっております。 

  それから、一応通常月末ごろに回るんですが、偶数月は年金も出ますので、

その方に年金がなくても、例えば御夫婦でほかの方が年金がある場合もござ

いますので、年金月はなるべく年金支給日の後にも徴収に行くようにはして

おります。 



○１３番（定居利子君） この徴収方法というのは大変だと思うんですよ。そ

の徴収課、税務課にしても国保にしても、家庭訪問するということは何か近

所の人たちが、あ、滞納しているとか、そういうのがやっぱり明るいうちに

行かれるとすごい目につくんですよね。そういう町民からいろいろ話を聞き

ますと、あそこへ、２人で大体歩かれるから、そういう面も大変苦労される

と思うんですよ。ただ電話だけではなかなか応答がなかったりとか。今後極

力この徴収のほうに力を入れていただいて、そういうのも考慮しながら、周

りの人たちに目につかないような感じで努力していただきたいなと思います。  

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  その辺は私たちも一番気を使っているとこ

ろで、自分たちも明るいときに行くのは目立ちますので、ですから、６月、

７月が一番しづらいというか、日が長いものですから、７時過ぎてもまだち

ょっと明るいですので、どうしても徴収時間が短くなってしまうんですが、

９月の後半ごろから日が短くなりますので、ある程度暗くなってからお伺い

するような形で一応行っております。 

○委員長（栗田成一君） 暫時休憩をします。 

 

休憩 午前 ９時４８分 

 

再開 午前 ９時５４分 

 

○委員長（栗田成一君） 再開します。 

  何かございますか。 

○１０番（鈴木  勉君）  保険料のこの収入において国とか町とかそういう法

的な援助というのはどれぐらいの率であるんですか。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  給付費の半分は一応公費と半分が保険料と

いうことで、 65歳以上の方が 21％ということで、給付の 21％を勘案して保険

料を算定いたします。残りの半分の公費のうち、おおむね国が概略で言いま

すと25％、その半分ずつを県と町が負担する形で、うちの負担といたしまし

ては12.5％という形になります。あと施設分の入り組みは若干５％、国と県



の入り組みがございますが、おおまかにお話ししますとそんな形になろうか

と思います。 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 

○６番（藤井廣明君）  この成果説明書の中の 98ページのところにある保険料

の段階分け、賦課段階別１号被保険者数というんですが、これをもう少し詳

しく説明していただけませんか。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  98ページの６番、保険料賦課段階別１号被

保険者数の表をごらんください。 

  この中、一応保険料が６段階に分かれていまして、この中で４段階と言わ

れている人たちが保険料でいう基準月額、要するに今のうちの町でいうと

4,370円の方たちです。この方たちは本人非課税、世帯課税、要するにお子

さんたちと同居していて、御本人は年金収入で非課税ですけれども、同居の

家族の方が町民税課税の方がいるとこの４段階という基準のところに来ます。

下に行きますと３段階は、本人非課税、世帯非課税で年金の額が 80万円以上

の方がここに来ます。この方たちは、４段階の方は 4,370円の基準月額掛け

る 1.0ということになるんですが、３段階の方は掛ける 0.75になります。基

準月額 4,370円の掛ける 0.75。２段階という方は、本人非課税、世帯非課税

で年金収入が 80万円未満の方です。この方たちは基準月額掛ける 0.5になり

ます。１段階は生活保護あるいは老齢福祉年金受給者ということで、やはり

基準月額に掛ける 0.5になります。逆に５段階に行きますと、本人課税で所

得が190万未満の方、基準月額 4,370円に掛ける 1.25になります。６段階が本

人課税で所得が190万円以上の方、基準月額掛ける1.5という形になります。 

  そこの段階になっておりまして、今年を見ますと全段階、やはり団塊の世

代の方たちが 65歳になってきていますので、被保険者数は増加しております。

増加しておりますが、特にこの２段階、３段階、４段階、この辺で特に２段

階、３段階、非課税の方たちが増加しているというような形が見受けられる

と思います。 

  以上です。 

○１０番（鈴木  勉君）  ごめんね。今の、補足として聞きたいんだけれども、



ここにある６段階までの数字の合計額がここに出ているというのは、この合

計額というのはどういう意味。一番初めの右端に合計 4,890円て、これは…

… 

（「これは人です。人数です」の声あり） 

○１０番（鈴木 勉君） あ、これ人数か。これ金額ではなくて人数ね。 

  ああそう、ごめん。わかりました。 

○委員長（栗田成一君） 今のところではいいですか。 

○６番（藤井廣明君）  区分とか何か細かいあれはわかったんですが、あとは

65歳以上とか何かの年齢とか何か、あるいは 70歳超えた場合とかそういう年

齢のあれは何もないですか。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  これはあくまで１号被保険者数ですので、

65歳以上の方、要するに保険料いただく方の人数という形になります。です

から、これは当然うちの町の 65歳以上の人口とは若干違います。というのは、

よその住所取得、例えば有料老人ホームですとか特別養護老人ホーム、よそ

の市町のところへ行った人は住所地特例ということで、住所は行った先の住

所になりますが、介護保険的にはうちの被保険者になりますので、逆に東京

のほうから例えばうちのほうの有料老人ホームに来ている方は、住所は東伊

豆町の住民ですが、介護保険的にはもといた東京のそこの例えば板橋区とか

豊島区の被保険者になっていますので、人口の 65歳以上と被保険者である 65

歳以上は、その辺で入り繰りがありますので、数字は合ってきません。 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１２番（居山信子君）  ちょっと待ってください。ちょっとそれでは報告書

まとめるのが大変かなというふうに思います。 

  では、何点か伺いたいと思いますけれども、介護認定の数ということでは

今伺いましたけれども、昨年と比較をして、これちょっと成果表のところに

ありますでしょうかね。その辺の中で特に認定率が昨年は 29位だというふう

なことですけれども、今回は、 24年度はどうなのかということを一点伺いた

いというふうに思うのと、あと、先ほど基金の繰入金の話も出ておりました



けれども、この内容について、非常に介護保険の制度そのものが非常にやや

こしい。何回も聞いていても、ああそうだったな、そうだったなというふう

に思いながらで、担当もそうなんですけれども、町民の皆さんは保険料につ

いて、国保も含めて、こんなに取られるのというふうなことを、じゃ一体そ

れがどういう経緯でなっているのかというのを自分で説明してみたとしても、

非常にややこしい状況の中で保険料だけは高いというふうな思いが皆さん募

っているわけですけれども、基金繰入金の内容、先ほどもちょっと出ました

けれども、その辺のことをもう一回伺いたいというふうに思います。 

  あと、介護給付費の準備基金ということをあわせてお伺いできればという

ふうに思います。 

  とりあえず、それだけ御答弁お願いします。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 94ページをお開きください。成果表です。 

  成果表の 94ページの２番が一応申請の状況になります。更新申請が 11件ほ

ど増えております。これにつきましては、介護４、５以上の方は２年間の認

定期間になりますので、当初それが制度の途中から始まりましたもので、始

まったときから２年後が多くなる形になるものですから、ちょうど今年が多

い年になります、更新につきましては。今までずっと 12カ月で、最初 12カ月

で来ていたのが、 21年ぐらいから２年というのが出たんですよ、認定期間が。

それだもので、そこから２年というのが始まったもので、それが飛び飛びに

行くわけですから、間の年が更新認定が少なくて、２年目のところがちょっ

と多い形になっているんです。ただ、今回 24年で特筆すべきところは、新規

申請が44件ということで非常に多かったということです。 

  それと、その下にあります、３番ですか、これが一応要介護度別の認定者

になりまして、県の順番でしたね、国保連合会の順番で見ますと下から７番

目、28位です。県平均が15.1％です、認定基準につきましては。うちの町は

これで13.3、ただこれはうちの町の出し方というのは２号が入っています。

あくまで認定者でやっていますので、 65歳未満の方も入っています、二十数

人。ただ、国保連が出しているのはあくまでも１号被保険者、 65歳以上の人

で出していますので、うちの場合、その形で出すと 12.9％ぐらいに、これさ



らに下がります。それで見て大体28位ということです。 

  あと、基金繰入金は予算の給付費の 12.5％を法定分としていただいており

ます。ですから、町についてはそういう形で……、済みません、基金繰り入

れですね。 24年度は基金の繰り入れ自体は取り崩しは行ってないです。逆に

積んでおります。積んだお金が 369万 2,000円積みまして、今基金の残高が

9,178万6,175円と、それにこの間の９月補正で若干積まさせていただきまし

たので、まだ最終的にはこれから３月になると給付が増えると崩す形もあり

ますが、今現在ですと約 9,900万ぐらいの形になろうかと思います。今現在

9,946万4,000円ぐらいですかね。 

  それと保険料の関係なんですが、高い安い、もちろんあるんですが、先ほ

どから御説明したとおり、あくまでも給付費の 21％が保険料になりますので、

乱暴な、荒っぽい説明をしますと、３年間の給付はどのくらい行くかという

推計をしまして、その 21％を高齢者人口で割って、 12カ月で割ってというこ

とでいくと、大ざっぱな月額の金額が出るんですよ。ただ、この中には、先

ほど説明したように、うちの町が何段階の人がどのくらいいるかということ

で、全部の方が４段階というわけにはいきませんので、その辺で、低い段階

の方が多ければ当然保険料は高くなりますし、高い段階の方が多ければ保険

料が若干低くなるというような形になります。 

○１２番（居山信子君）  今の最後の説明のところの保険料のことなんですけ

れども、私がとても心配に思いますのは、多分なかなか介護保険を払えない

人たちは、使いたくても使わずに自宅にいる状況が現状かなりあるのではな

いかなと。そして、そういう人たちを早目に福祉のほうでフォローして手当

てをしていきませんと、先行き非常に、気がついたときは、高齢者ひとり暮

らしは多いわけですので、悲惨な状況でその人たちが終末を迎えるというよ

うなことになるのではないかなという、これが杞憂で終わればいいんですけ

れども、とても心配な点はそこです。 

  大綱質疑で一般会計のほうをやったわけですけれども、総体的に町は福祉

ということに対して、皆さんの見方、考え方が非常に何か自分とは関係ない

世界みたいな感じで冷たい。そしてお金もうけのことには非常に熱心。それ



にはお金をどかっと使う、湯水のごとくね。そういうようなことがもうずっ

とこういう会計決算とかを見ながら本当に心配な状況が年々重なってきてい

ます。 

  もちろん町の財政的なこういうことはあるんですけれども、やはりそこは

福祉のほうの委託をしている社協などと介護保険のほう、あるいは包括支援

センターも含めてなんですけれども、これからしっかり連携をとってやって

いきませんと、とにかく自分の隣の家で悲惨な状況が起きてしまったみたい

なことを、自分がやっぱり良心の呵責に責められることが今後増えてくるの

ではないかなという心配が私はあります。 

  これが公職に立っていなければ別にいいんですけれども、自分が何年も何

十年もやっぱりずっと市政の立場にありながら隣近所のそういう人たちへの

目配り気配りすらもできなかったと、何をやっていたんだろうなというふう

なそういうことで、私は自分を責めるようなことにならないように任期中に、

金もうけのことは得意分野の人がいますけれども、やはりこういうことに対

して、やはり女性の視点で細かくやっていく必要があるなというふうなこと

をすごく感じます。 

  制度がかく複雑なので、今の介護４以上が認定２年間、もうこれは動かな

いということ、ちょっとそこの説明をもう一回伺いたいと思います。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  新規認定は、認定審査というのは基本的に

は半年なんです。基本は認定期間というのは半年なんですよ。その中で更新

で変更、要するに体がそんなに安定期に入っている、要するに状態が悪化し

ないだろうという方には 12カ月ということで更新は 12カ月というのは今まで

ずっと来ていたのですが、 21年から更新に限りまして前回の介護度が４以上

で今回も４以上の方、その方と特別養護老人ホームに入っている方で介護度

４以上の方は、一応有効期間を２年間という形に、有効期間を運用でできる

ことに全国的になりましたものですから、結局５まで、４、５になってしま

うとさほど、逆にどんどんお年はとっていくわけですから、そんなに１とか

２によくなるということが余りないものですから、その辺で介護度を固定的

にという形になろうかと思いますけれども、一応２年間ということで運用さ



せていただいております。 

○１２番（居山信子君）  先ほどの話の続きで、うちの町、非常にお達者度が

県下の中で１位、２位でしたかしら。えっ、下がった。ああそう、じゃその

辺さ、ここで聞くことかしら。だけれども、介護保険と別に無関係のことで

はないので、そのお達者度を前回は、へーと思いながら聞いたんだけれども、

その辺をちょっと聞かせてください。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  お達者度は前回、女性がたしか県下３位だ

ったと思いますが、昨年発表されたものが 21年度ですね、今回 22年度の数字

で出たんですが、女性が３位だったのが一応 19位に落ちました。それから、

男性は前回23位でしたが14位に上がりました。 

  内容で見ますと、女性も男性も介護の影響は両方ともプラスです。要する

に介護度が下がったとか、介護の影響でお達者度が下がったのではなくて、

介護度の影響は男性も女性も上がっています、お達者度は逆に。何が影響し

たかというのは、死亡者が増えたことによるお達者度が下がったということ

で、それは死亡が過去 10年150人平均で来たのが、この三、四年で 170人まで

行きまして、最終的に平成 24年度は 204名の方がお亡くなりに、高齢者なっ

ていますので、 178名からいきなり一昨年から昨年はもう 204人ということで、

とうとう 200人台に達しました。そういうことで、お達者度の前年の数値が

20、21、22という数字を使っているのですが、年度の数字が、今度のやつが

21、22、23の数字になりますので、ここらのところで死亡者がちょっと増え

てきたものですから、それが原因で女性が下がったという形になろうかと思

います。 

○１２番（居山信子君）  そのような数字をひょいと聞いただけでは手放しで

一旦は喜ぶけれども、はてなというふうに思うことがとても多いですね。や

はり町としては、そういうこともとても大事なんであれなんですけれども、

本当に健康づくり、生きがいづくりにそこのところをしっかりやっぱり取り

組んでいく必要がかなりあるのではないかなと。そうなると、これはもうや

はり教育委員会のそういう生涯学習とかというようなことも含めて全町挙げ

て、本当にただ長生きをすることが幸せとかということでなく考えていかな



ければならない、その１人１人に合った生きがいというようなものを、ある

程度そういう選択する材料みたいなものをやはり町は用意をして健康づくり

のメーンとかいろんな生きがいづくりのメーンとかのそういうものも当然必

要になってくるかなと思います。 

  ちょっととりあえずほかの方に質問を譲ります、まだ質問していない方が

ありますので。聞きたいこといっぱいあります。 

○委員長（栗田成一君）  というわけでまだ質問したい方どうぞ。いいじゃな

い、せっかくの機会だもの議論があれば。 

（「休憩にして聞けばよかったところがごっちゃになっ

てしまって申しわけないですけれども」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） いいですか、歳出に移ってしまって。 

○１２番（居山信子君）  21ページ、決算書ですけれども、２款の給付費のち

ょっと教えてほしいところ。特定入所者介護サービス…… 

（「委員長、済みません。今、歳出やっていない。歳入

だけと言ってましたけれども、いいですか、歳入まで

は」「ごめん、そっちに行ってしまって、飛んでしま

って」「一応委員長の許可をお願いします」「いやい

や、ちょっとそれじゃ待ってて、飛んでしまったの

で」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか、歳入。 

（「歳入のほうはよしとします。歳出になったら先ほど

の」の声あり） 

○委員長（栗田成一君）  それでは、歳入は終わらせていただいて、歳出に移

ります。歳出について質問のある方。 

○１２番（居山信子君）  一応わかってくれましたか。もう一回言ったほうが

いい。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） わかります。21ページですね。 

  特定入所者介護サービス費の内容でよろしかったですね。 

  特定入所者介護サービス費といいますのは、例えば施設、特別養護老人ホ



ームですとか老健、介護老人保健施設、あと介護療養型の施設、それからあ

とショートステイで入所されたときに、そのときに所得段階に応じて食費と

居住費を減額すると、それに対して、要するに補足給付というんですかね。

昔の話になりますが、１割負担、要するに給付費の中に食費も居住費も全部

入っていたもので、在宅の人と施設の人とで不公平だということが出まして、

食費と居住費は施設のほうから外れるようになりました。自分で払うように

なりました。その分を低所得者の方については減免するというような内容の

ものになっています。 

  ですから、例えば生活保護の方ですと、食費が通常 1,380円のものが 300円、

１日、２段階の方、本人非課税、世帯非課税で 80万円以下の方、食費が

1,380円のものが１日 390円と、３段階の方が 650円というような形になりま

す。 

  部屋代ですが、多床室につきましては、一応１段階、生活保護の方はゼロ

と、２段階から４段階の方が 320円というようなそういうふうな形で一応減

免、要はするような形になっています。 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 

○１２番（居山信子君）  じゃ、28ページの５款地域支援事業の関係でちょっ

と教えていただきたい。 23節の償還金、利子及び割引料のところの保険料過

誤納還付金なんですが、これはいろんな面で過誤納というところはいろいろ

なことが考えられますが、これの内容についての御説明をお願いします。 12

万5,300円。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  これは保険料の過誤納還付金ということで、

例えば二重納付とかということももちろんあるんですが、ほとんどの方がお

亡くなりになって、結局お亡くなりになった月の前月までが保険料をいただ

く形になりますので、例えばそういう方たちに、個人の方に 16件９万 6,500

円を還付をいたしましたと。 16人の方に９万 6,500円を還付と。それから、

あと年金機構、年金のほうから当然保険料をいただきますので、先ほど言っ

たように、お亡くなりになると前月までですから本来個人に返すお金と、あ

るいはその方に誰もいないと未支給年金の請求ができない場合は年金機構の



ほうに返すんですよ。年金機構から返してくださいと来たのが４件で２万

8,800円ということで、この金額になってございます。 

○１２番（居山信子君）  ちょっと今おっしゃっていたその二重納付、ここを

ちょっと聞いておきたいんだけれども。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  これはやはりほとんどが死亡による還付な

んですが、中には二重納付ということで、例えば普通徴収で納付書が行きま

すよね、最初に８期分、７月になると。最初に５月に１回分行って、７月に

２期から…… 

（「もうちょっとゆっくり言って」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  ごめんなさい。５月に仮徴収で１回普通徴

収の納付書が届きます。７月に２期から残りの９期までが届きます。そうす

ると、そこに納付書が１件あります。その中で納付がおくれますと督促状が

行くんですが、督促状も今納付書の形になっています。そうすると間違えて、

督促状の納付書で払って、納付書のほうの納付書でも払うということがある

ものですから、まれにですが、そうすると二重に消し込まれる形になります

ので、もちろん滞納があれば次のところへ補充させていただきますし、オー

バーした分はお返ししています。 

○１２番（居山信子君）  一番関心のあるところで、 23ページなんですけれど

も、３款の財政安定化基金拠出金の関係、特に５款の地域支援事業費の内容

ですが、これはちょっと５款の事業そのものの一次予防、二次予防というよ

うなことがあるわけですけれども、ちょっと私、二次予防のほうで抽出した

人たちを何名か特定健診の中でも、あれではないですか、国保の関係になる

かもしれないけれども、それを取り上げていろんな手当てをして、何かいろ

いろな健康づくりとか何かのことを町のほうでやっているではないですか。

たしか 850人くらいがあって、今やはりこれから介護保険、非常に大事と思

うのはやっぱり介護予防の取り組み、それと同時に健康づくりのほうとの取

り組み、健診を受けた人たちとのそういう、その辺のことも含めてなんだけ

れども、私がここで伺いたい内容は、とりあえずその一次予防、二次予防事

業費、ここにあります 378万5,000円ほど、二次予防、それから一次予防事業



費の233万9,000円、この辺のことをちょっと伺いたいというふうに思います

が、よろしいでしょうか。 

○委員長（栗田成一君）  課長、今、二次だ一次でと言っているんだけれども、

これの区別がわからないので、それを説明してもらいたいと思う。 

（「だって私が発言中だから、何かあるんなら後から言

って。ちょっと休憩にして」の声あり） 

 

休憩 午前１０時２６分 

 

再開 午前１０時２６分 

 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  一次予防と二次予防と、介護予防の事業の

中が２つに分かれているんですが、それでは、要介護とか要支援認定を受け

ていない65歳以上の方に基本チェックリストというのを送付しましてチェッ

クしていただくわけです。その中で、基本チェックリストの中である程度、

自分でチェックしてもらった中で該当、丸の数とかがありまして、それで、

このまま置くと要介護認定に行ってしまうそういう方、そういう方が二次予

防事業の対象者になります。それに該当しない一般的な元気な高齢者が一次

予防の高齢者という形に、まずそこで２つに分かれます。要するに虚弱な、

介護認定に行く虚弱な高齢者が二次予防、一般的な高齢者の方が一次予防と

いう形になります。 

  それで、二次予防事業というのはいろいろ教室をやっているんですが、評

価が必要になりますので、それなりの免許を持った方が講師でやらなければ

いけない形になっております。ですので、例えばここにあります口腔栄養改

善ですと歯科衛生士が…… 

（「何ページそれ」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） ごめんなさい。96ページになります。 

  この二次予防のまずこの把握が、 4,090人の認定を受けていない 65歳以上

の方にチェックリストをお送りしまして、 3,040人の方にやっていただいた



形になります。回収率が 74.3％ということで。二次予防に決定された方が一

応850名、この 850名の方に対して包括支援センターのほうで、こういう教室

がありますけれどもどうですかということで御案内をかけております。それ

が96ページの教室の内容が元気はつらつセミナーということで、これは歯科

衛生士の方に講師になっていただいております。 

  それから、その下の運動機能改善教室、これは健康体操教室というのは熱

川温泉病院の理学療法士の方たち３名による教室を前期、後期で２回やって

います。これは理学療法士ですので評価でできる形になっております。体元

気サロンはアスド会館でやっているんですが、これは保健士立ち会いのもと

に運動指導士が入りまして、評価は保健士が行う形でやっている教室になり

ます。 

  ですから、いろんな二次予防事業の中にありますのが、講師謝礼が一応 39

万 6,000円はこういう教室の講師代、それから、あとは消耗品は、その教室

をやるのに必要なマットですとか血圧、始める前に必ず会館でとりますので、

血圧計の電池ですとかそういうもの。印刷製本費は、いろいろ通信を送った

りする教室の方にそういうもの、それに伴います郵便料と、それから…… 

（「細かいことはいいです」の声あり） 

○１２番（居山信子君）  済みません。国保のほうとこんがらかってたかなと

思ったら、そうではなくてよかったわけですね。介護保険のその辺のことで。

たしかどこかで見たなと思ったら、いろいろチェックはしてありましたので、

それについてはわかりました。 

  それで、あと、今、包括支援センターのほうの関係で包括の事業、これい

ろいろ事業がありますけれども特に聞きたい内容、 26ページのところの包括

的継続的ケアマネジメント支援事業費の 700万4,215円、この辺の事業の取り

組みを伺えればと。もし成果表に区割りをしたらちょっと教えてもらえば、

ああそうだそうだということになりますので。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  まず、金額のことですね。 700万 4,215円、

この包括的継続的ケアマネジメント支援事業費ですが、これはほとんどが内

容的には人件費になります。予算的には。 



（「何名の人件費」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  １名です。そこは主任ケアマネジャーの人

件費があると思うんです。 

  事業といたしましては、成果表の98ページをごらんください。 

  98ページの３番、包括的継続的ケアマネジメント支援事業費ということで、

これは特に内容的にはケアマネジャーからの相談ですとか、ケアマネジャー

を対象にした勉強会、いろいろな団体とのネットワーク構築がここが主にな

りますので、例えば、地域包括ケア会議ですとか、デイサービス通所介護の

連絡会ですとか、こういうものを一応事業としては行っております。 

○１２番（居山信子君）  98ページのその今の説明のその下の２、１のここの

ところで、介護保険スタート時からやはりこの成年後見制度というものの重

要性は認識はしていたんですが、なかなか制度が浸透されないのと利用費も

かかるというようなこととか、なかなか利用が進まない。今現在でも４名使

っているというふうなことだと思いますけれども、この人たちは具体的に後

見人を弁護士にしているのか、あるいは親戚とかにしているのかとか、その

辺の実態がわかりましたら教えていただきたいと思います。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  ほとんど弁護士の方ですね。あと司法書士

の方もいらっしゃいます。御家族というのはいない。基本的にここの事業と

いうのは、成年後見を申請する方がいなくて、独居で認知症があって、それ

で町長の申し立てで申し立てしていますので、結局そういう法曹関係の弁護

士さんですとか、そういう関係の方が多くなります。逆に、御家族が成年後

見を申請すれば、それはそれで、ここの事業ではなくて、御家族が申請すれ

ば家族の後見人というのはあるわけですからということです。 

○２番（内山愼一君）  ちょっと成果表の、ちょっと先ほどの居山さんの質問

と重なるところがあるんだけれども、一番下のところの…… 

（「何ページ」の声あり） 

○２番（内山愼一君）  95ページ、二次予防の対象者のハード事業ということ

で、これは 65歳以上の方に 4,090名のチェックリストを送ったというような

ことだけれども、それで返信が 3,040で 74.3％の回収をしたということだけ



れども、実際あとこの 25％の人たち、残りの人たちのはどういうふうに把握

しているのかどうか。 

  それと、あとチェックリストの内容というか、どういう傾向でやっている

のかどうかということ。その調査によって実際に 850名が二次対象者にされ

たということで書いてあるけれども、その辺のことをもう一度教えてもらい

たいということと、もう一点は 97ページのところで、介護予防ケアマネジメ

ント事業の中でアの項目、そこの二次予防事業者対象者の把握と決定者と基

本情報の作成ということだけれども、これはどういうものをつくって、どう

いうものに生かしていくのかということをちょっとお聞きしたいんだけれど

も。 

（「内山さん、最後に言ったところは何ページのどこで

すか」の声あり） 

○２番（内山愼一君） 97ページの包括支援事業の（１）の介護予防の関係。 

○委員長（栗田成一君）  課長さん、今２問あったんだけれども、１つ１つで

区切ってもらえるかな。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） わかりました。 

  まず、チェックリストの関係ですが、前年、 23年度が64.9％ぐらいの回収

率でしたので回収率自体は上がってございます。これは督促をしております

ので、ただ、残りの方についてはまだ把握ができていない状況になってござ

います。あくまで出してきていただいた中の方からチェックの数で二次予防

事業者を決定してございます。 

  チェックリストにつきましては、ございますので、後でお持ちします。 

  97ページのこの基本情報の作成 50件ということですが、これはこの二次予

防に決定した方に、こういう教室がありますからどうですかということで募

集をかけますよね。その中からこの教室に参加したいという方が来たときに、

うちのほうの包括のケアマネジャーがその方に合った基本情報、要するに医

者から情報を得たりして、この方がどういう状況でどういうことが望ましい

か、どういうことをやってはいけないかというようなそういう基本情報を作

成して、教室を受けるときにはその教室をやる先生に提示すると。要するに



ケアプランのような形になりますね。ケアプランとは若干違うんですが、そ

のような感じのものに、近いものになっています。 

○２番（内山愼一君）  今95ページの介護のほうの関係で、去年が 64％で、じ

ゃ、これ毎年出しているわけ、対象者。それで今年は 74.3％が回収をしたと

いうことだね。わかりました。 

  あと、包括の関係の 97ページについては、じゃ、これは今の運動だとかそ

ういうものを進めていくための、健康になるためのものをお医者さんだとか

いろいろな情報を得て、この人にはどういうようなものがふさわしいか、あ

るいはやってはだめなことを確認するということね。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  基本情報がないと講師の先生も、やっぱり

心臓が悪いからとかいろいろいらっしゃいますので、その辺は見ないといけ

ないものですから、だから基本的な情報を包括支援センターの職員が作成し

てお渡しするということになります。 

○１２番（居山信子君）  今の内山さんの関連なんですが、 25％の人の把握が

できていないというところがやはり問題だと思います。しっかりやはりここ

のところにてこ入れをしていかないと、一番いろんな問題を抱えていること

が考えられる人たちですので、包括支援センターのほうで訪問事業、あるい

は保健士等の健康での訪問活動、そういうものに、こういう人たちのところ

に重点的な訪問をして洗い出していくと、そういう取り組みをぜひしていた

だきたいというふうに思います。これはぜひ付帯決議ぐらいまでにして、今

回、老後保健の問題には私取り組む必要がある項目だというふうに思います

ので、その点、皆さんのほうからも後で御意見をいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  これは決算とちょっと若干ずれますが、今

年度も今から、基本チェックリストを今から送ります。今までは４月に送っ

ていたんですが、どうしても今の時期に送って、それをよく精査して来年の

４月からの教室に反映させたほうがちょうどいい感じになりますので、今か

ら送りますので、それの回収、今年度また回収がありますので、それの様子

を見ながら、またそういう取り組んでいきたいと思います。 



○１２番（居山信子君） その内容は同じね。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 同じです。 

○１２番（居山信子君） じゃ、それは後で配付してもらえるということで。 

  あと、包括支援センターのことで相談事業を、私も議会の一般質問の場で、

結局１階から２階に窓口が移動をして約１年半になります。心配するのは相

談件数がどう推移しているかという問題。仕事がやりやすいということでは

なく、やはり町民の皆さんが利用しやすいそういう窓口でなければ、ここが

一番高齢者の皆さんの相談の窓口として唯一大事なところなんです。そこを

やはり役場のちょっと一角の本当に隅っこのあんな場所にあれだけのスペー

スでよく仕事ができるなと、非常に不満でいっぱいです。どういうふうに町

長が考えているのか。町長いわく、担当が担当からもっとニーズを上げてく

れと言えば上げるよと言ったり、いろいろ言っているんだけれども、余り皆

さん無理に仕事をし過ぎないで、これからどんどん仕事が増えるところです

ので、早目に人材確保もしていく必要もあるので、そこも含めて包括支援セ

ンターの相談の実態について伺いたいというふうに思います。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  相談件数につきましては、今年度がこの表

に、成果表の 97ページにありますように 1,250件です。昨年度が 1,285件です。

35件ほどマイナスになってございますが、相談実人員が 24年度 781名という

ことで、前年度が 687名ですから、おおむね 100名近く増加してございます。

結局、要は１人の方が何回相談に来るかということですよね。その辺で実人

員は増えてございますが、相談件数自体は若干、 35件ぐらい、減っていると

いっても、実人員では一応そういうことで伸びているという形になります。 

○１２番（居山信子君）  そうすると１日平均が何人になるかというところ。

それと、今まで下にあるときには意外にちょっと入りやすいから、あそこに

行こうかなんて言うと、ひょいと私自身もよく相談に行けたんです。今回の

あそこの場所だと、聞きたいなとか何か思っても非常に行きにくいそういう

場所にあるということ。だから仕事量は抑えられても、町民の皆さんの本当

に困っていることとか、いざ何かの救済の場所としての包括支援センターと

しての役目がどこまで果たせているのか。この近隣市町は、課長、どんなふ



うな体制でやっているのかを御存じでしょうか。もしわかったらそこを伺い

たいと思います。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  ほとんどが西伊豆を除きますと大体同じよ

うな形で、介護係と島が、見た目は縦ですが、横に島があったり、下田市な

んかも縦に島があります。 

（「よくわからない、島って」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  ごめんなさい。机の並びがうちの場合、縦

に包括があって介護が医療がこういう６人の並びになっていますけれども、

そういう並びのところのありますし、下田なんかそういう形ですね。河津は

介護の横に包括があるような形ですし、ただ、西伊豆につきましては、もう

直営の包括がありませんので、社協委託になりましたので、ちょっとその辺

は把握してございません。 

○１２番（居山信子君）  西伊豆はあれですか、そうすると早くにそういう体

制でやっているわけ、社協に委託して。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  昨年、一昨年ぐらいからですかね。途中か

らです。 

○１２番（居山信子君）  何かいろいろあったんでしょうし、そのほうがいい

ということで、そうですか。ちょっとまた…… 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  人材の確保とかいろいろあろうかと思いま

す。 

○委員長（栗田成一君） ほかに質疑ありませんか。 

 

休憩 午前１０時４４分 

 

再開 午前１０時５３分 

 

○委員長（栗田成一君） ほかに質疑。 

○１０番（鈴木 勉君） ３件ほどちょっと聞きたいんだけれども、ページの

18ページと 20ページにわたってちょっと質問したいんですけれども、いいで



すか。 

  18ページにあります介護施設の問題で１つ。在宅介護の、この居宅介護の

住宅の改修費、これについて申請件数がどれぐらいあるのか、工事内容がど

ういうものなのかということと、それから、 20ページにある介護予防住宅改

修費、これと上との工事内容の違いがどれぐらい、どういうものなのかとい

うことと、それから、先ほど説明があった審査の支払委託費の中に申請制度

の見直しが６カ月から、介護４から５の方たちは２年間という形の中の改革

がなされてきたというそれの成果として、どれぐらいの委託料の減額がこの

決算の内容の中に含まれているのかどうか。その３つを聞きたいなと思って

おります。 

○委員長（栗田成一君）  課長、今３つというあれがあったけれども、区切っ

てやってもらうと、お願いします。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） わかりました。 

  まず、住宅改修につきましては、申請件数がこのページの居宅のほうでは

36件…… 

（「成果表にない、それ。あったら」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 成果表にはないんです。 

  失礼しました。予防のほうが５件で居宅介護のほうが31件の申請になりま

す。合計で 36件という形になります。内容は、一番多いのが手すりの取りつ

け、２番目が段差の解消、それからスロープ、それからあとドアを引き戸へ

取りかえたりとか、あと和式トイレから洋式トイレへの変更と、そういうよ

うなものが主になります。 

  ２点目の予防と介護で差があるかということですが、これはございません。

その方の状況に応じて、手すりが欲しければ手すりは予防の方も介護の方も

つけることは可能でございます。 

（「それが６件ということ」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） ５件ですね。５件と31件です。 

（「ここで内容は変わらないということね」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  変わらないというか、主目的には同じです。  



  ３点目の審査支払手数料の関係ですが、それはこの 19ページで言いますこ

の審査支払手数料というのは若干それと、認定審査のほうではございません

ので、これは国保連合会が介護給付を、皆さんサービスを受けますと事業所

が国保連合会に、この方はこういうサービスで何件使いましたよというのが

行くわけですよ。それを審査する手数料、国保連合会のほうの手数料になり

ます。 

○１０番（鈴木 勉君） 私が質問したかったのは、先ほどの介護の申請をす

ると６カ月間に個人負担という金額が付加されてくるわけですよね、申請者

に。何百円だかの申請料が取られるでしょう。取られない。介護申請の認定

を更新するためにはその更新料みたいな申請料取られない。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  取られないです。無料です。主治医意見書

でもみんな町で持っていますので無料です。 

○１０番（鈴木 勉君） その町がさ、個人の負担は無料だけれども町が負担

しているでしょう。その金額が、先ほど私が聞いたらば、介護の４から５の

方たちはよくはならないという見込みの中で制度が変わってきたという、そ

の差額、それで幾らぐらいの減額がそこに生じるのか、この成果表に盛り込

まれていますかというのを聞いたんだけれども、それはどこに載っている。

ごめんね、僕の質問とページ数が違ったみたいだけれども。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  ページ数的には 13ページの介護認定審査会

費、主なもの、介護認定審査会費と介護調査費になろうかと思います。当然、

半年に１回ですと年に２回調査も行きますので、調査のお金もかかりますし、

認定審査会の先生方にやってもらう件数も増えますので、その辺が２年間に

なったから減ったかということですが、逆に成果表の 94ページを見ていただ

くとわかるとおり、２番、申請自体は前年対比で 65件ほど増えておりますの

で、65件分の審査会の認定調査ですとか主治医意見書ですとかその辺は前年

より伸びた形になっております。 

○１０番（鈴木 勉君） その伸びたというのは人数が増えたということでし

ょう。申請する人数が増えたから総額的に増えましたということであって、

僕が聞いているのは、そういうことではなくて、新しい人たちではなくて、



制度の見直しによってどのぐらいの減額というものが見込まれたんですかと

いうことを聞いたんですけれども。それは数字的にはまだ把握されてなけれ

ばそれで結構です。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  数字は把握してございませんが、それは２

年ごとの更新申請という形に来ますので、ですから、 24年度は若干 11件ほど

増えていますので、その分で 24年度としては 11件分が増えておりますが、金

額はなかなかこれは１件増えて幾らということでもないものですから、ちょ

っとその辺は回答をちょっといたしかねるところでございます。 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 

○１２番（居山信子君）  済みません、先ほど別の視点でと言いましたけれど

も、その前にもう少しちょっと詳しく聞きたい件で、成果表 95ページの二次

予防の関係で御説明を先ほどいただきました。二次予防対象者への内容と理

解をいたしました。それにもう少し深く伺いたいところなんですけれども、

その内容は今アンケートをいただきましたものでわかりました。これの分析

とか年齢構成からも社会参加の状況みたいなところをどんなふうに掘り下げ

ていらっしゃるのかということ、そして今回同じように今年度もそれをやっ

ていくのにはというのかどうかを確認で教えていただきたいと思います。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  この事業につきましては、二次予防事業の

把握事業につきましては、今まで独自というか町のほうで全部やっておった

んですが、昨年から委託に切りかえておりますので、このような今まで白黒

だったものがカラーの見やすいもので…… 

（「それは今年」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  24年度までです。去年からです。この決算

にはもうこの形でやっております。このような形で…… 

（「ちょっと待って、さっきこれだけ送っているの」の

声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  それはこことここの部分です。よろしいで

すか。 

  それを最初に送るのはそれなんです。それは、来た結果に基づいてその結



果アドバイス表というのを送らせていただいております。これがその方がチ

ェックした内容がここに書いてありまして、それに対しまして日常生活は、

例えばこの方の場合は、心配ありませんとか、運動機能は心配ありませんと

か、栄養状況はこうですよとか、認知症は気をつけましょうとかというのが、

例えば、あなたはほんの少しですが物忘れの傾向があるようですね、物忘れ

予防には日ごろからこういうことをしたらどうですかというようなことが書

かれた、こういうような結果表が届くわけです。 

  一応この内容はその委託業者のほうで集計をとってございます。その中か

ら、例えば認知機能は引っかかった方については、県の元気塾という認知症

予防のほうどうですかとか、そういうような形で担当がお勧めをしているわ

けですが、あと運動器は運動器のほうで２種類ありますので、あと口腔、口

の嚥下とかが悪ければ口腔の教室にどうですかということで一応。 

○１２番（居山信子君）  参考までに、課長、それを余分にあったらいただき

たいし、もしあれだったら後から見せていただければ結構なんですけれども、

それは24年度にもう皆さんにお配りしたものなんですね。では、私がさっき

伺ったのは、それの分析をしてあるかどうかということです。データかそう

いうものがあったらいただきたいと思います。今すぐでなくてもいいですけ

れども。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  済みません。これにつきましては、これは

個人のものなものですから。結局、結果ですもので…… 

（「真っ白いのはないんですか」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  真っ白のはないですね。サンプル的なもの

しかないんです。 

（「それでいいです。サンプル的なもので」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） ちょっとそれは後で見てみます。 

  それから、データにつきましては、集計が委託事業ですので、業者のほう

で集計はさせております。 

○１２番（居山信子君）  委員長、そうすると、その委託の事業のところは決

算のどこにあるのか教えてください。どこの委託業者がやっているのかを教



えていただきたいと思います。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君） 決算書の24ページをごらんください。 

  その中の二次予防事業の中の細節 13の委託料が 237万6,450円ということで

あるんですが、この中で生活機能評価委託料の 91万 2,450円というのがこの

委託になります。もう一つの委託がその温泉病院さんのＰＰさんのほうの教

室の委託料という形になります。ベストコーポレーションという会社が一応

行っております。 

（「ホームページとかある」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  あると思いますけれども、一応これそうい

う事業をやっているところ数社を見積もり入札みたいな形でやって…… 

（「入札でやったのね」の声あり） 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  見積もりです。１社ではなく３社、４社見

積もりで一番安いところにお願いしたような形です。 

○委員長（栗田成一君） ほかのございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） 質疑なしと認めます。 

（「もう一つ教えてください」の声あり） 

○１２番（居山信子君）  ちょっと新聞報道を見ましたら、将来的に特養の入

居条件が厳格化されるというような報道もあって、要介護３以上でないと特

養に入れないというような９月 15日の報道ですけれども、ごらんになったで

しょうか。それは 2015年度というふうなことですので、あと１年半くらいは

あろうかと思いますが、いろんな条件の方がいらっしゃる中で、相当重症で

なければ入れないようなそういう状況になってくる。そうすると当然やはり

地域密着型のサービスとかそういうものをきちんと手当てをしておきません

と、本当に介護で非常に悲惨な状況というようなことも心配をされる点です。

ぜひ都市部で 24時間のヘルプとか、もちろん看護とかそういうようなものが

若干やっているようですけれども、保険として、住んでいるところによって

そのサービスの質も違い、もちろん保険料も違ってくるわけですけれども、

自分たちの老後の安心ということがきちんとやはり確保されていきませんと、



これはやはり安心してとても住めないなというふうな状況です。 

  今、老々介護、そして家族の介護、家族も仕事をしていた人がやめなけれ

ばならないような状況とかそういうようなものも見受けられますし、しっか

りと当然用意すべきサービスというものは用意をしていただいて、もちろん

介護保険料３年間の見直しの中でいろいろあるかというふうには思いますけ

れども、サービスの質と量をきちんと確保をしていただくということが町民

のこの老後の安心につながることかというふうに思いますが、その点を含め

て伺えればというふうに思いますが、どうでしょうか。 

○委員長（栗田成一君）  課長ちょっと、今の意見は今の把握している範囲内

で、皆さんの危惧というか、どのぐらいで意見が出ましたのでそういうつも

りで答弁をしてください。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  まず、入所につきましては、要介護３から

ということですが、現状、要介護３以上の方が 75％以上、入居者の中は 75％

以上占めております。というのは、静岡県の優先入所指針ということで介護

度によって得点が違いますので、介護５は 50、４が40点、３が30点、あるい

は同居でプラス 20点とかということで、必要性の高い方から当然入所するよ

うな形になってございますので、今現在でもそれが変わってもさほど私的に

は、今でも３以上でなければなかなか入れないということにはあると思いま

す。 

  それから、いろいろなサービスのことですが、これは次期計画がまた来年

組むような形になりますし、その中で介護予防がおいおい町へ全部移管にさ

れるとか、いろいろな今見直しをされておりますので、そういうのを全部踏

まえた中で次期計画で見ていかないと、ちょっと今の時点では厚生労働省の

ほうからも細かな話が来てないものですから。それと、あとサービスにつき

ましては、やはり町のほうが御誘致できるものと、やはりこれは商売ですの

で、幾ら募集しても結局やりたい人は県指定の業務ですとどんどんできるわ

けです。そうするとやっぱり商売にならないものはなかなかこちらには来に

くい状況というのは当然ございます。特に 24時間関係のものにつきましては、

どうしてもそういうような形が多くなろうかと思います。 



  以上でございます。 

○委員長（栗田成一君） というわけですからそういう理解して。 

○１２番（居山信子君） 今のことでちょっと重ねて教えてください。 

  今、点数制のところがありました、入所条件の、そこのちょっと参考にな

る資料を後日いただければというふうに思います。現状、待機者がうち何名

くらいいるか。湯ケ岡の郷、それから近隣、その辺を伺いたいのと、それと、

先ほど話があった商売なのでもうからない仕事はなかなか事業所も参入がな

いと、小規模多機能型のそういう必要性というものもテレビの報道でもされ

ています。これが本当に必要なんだけれども、残念なことにはうちの町にな

い。ただ、何カ月間か前に聞いたときには、それの動きがあると聞いていま

したけれども、ちょっとそこがわかったら伺いたいと思います。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  ただ、優先入所指針は静岡県で優先入所指

針というのはございますので、その得点表はまた提示させていただきます。 

  待機者につきましては、 25年１月１日現在ですが、必要性の高い方が 13名、

実人員では 76名という形になってございます。というのは、この特老は 100

人待ち 200人待ちと言うんですが、１人の方が３カ所も４カ所も申し込んで

いますので、うちの町の実人員は、 76名で必要性が特に高い方が 13名、昨年

が60名の６名、 23年が 78名の14名ですから、大体同じような形で推移をして

いるのかなというふうな感じです。 

  それから、小規模多機能につきましては、今年度中に一応、要綱をつくら

なければいけないものですから、公募をかける予定ではいます。この計画期

内に一応は募集をする予定でおります。 

  以上でございます。 

○委員長（栗田成一君） ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） 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。 

  これをもって議案第59号に対する質疑を終結します。 

  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（栗田成一君） 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 59号 平成24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。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君）  御質疑なしと認めます。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附帯決議を

付したいと思います。要望事項や希望意見ありませんか。 

○１２番（居山信子君）  先ほど申し上げた成果表の 95ページにある二次予防

事業のことですが、今、資料も見せていただきました。今後の取り組みとし

て、25％回収できない方々への取り組みというものを特段な取り組みとして、

私は附帯決議にしていくべきだというふうに思いますもので、委員の皆様方

の御賛同をいただければ、ぜひここを附帯決議として付していただきたいと

いうふうに思います。 

○委員長（栗田成一君）  わかりました。皆さん、今、 12番さんの御意見いか

がでしょうか。 

  それから、こんなことだけれども、事務局のほうはどうかな、今言われた

附帯決議について。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  把握はできますので、 25％順次、通院全部

というのはちょっと、あくまでも 4,090人の25％ですから 1,000名の数になり

ますので、 4,090で 3,040ですから 1,050人になりますので、 1,000人を１年度

で回るというのはちょっと無理だと思いますので、順次やっていきたいと思

います。 

○委員長（栗田成一君）  そういうわけで、せっかく附帯決議を出してもそれ

が附帯にならないとあれだから、そういうつもりで…… 



○１２番（居山信子君）  皆さんの意見を聞いてもらって、反対だよと言うな

らばあれですけれども。 

○委員長（栗田成一君）  そういうことは反対とか賛成ということではなくて、

附帯決議をしたいと思うのだけれども。 

○１２番（居山信子君）  意見を聞いてください。附帯決議をつけていただき

たいというふうに要望します。 

○委員長（栗田成一君）  どうでしょうか。委員さんの皆さん、附帯決議につ

いて、どうですか。 

（発言する人なし） 

○１２番（居山信子君）  委員長、異議がないようですから、ぜひ附帯決議を

つけていただきたい。文章は私のほうで考えますので。 

○委員長（栗田成一君） そういうことでやらせてもらってよろしいですか。 

（発言する人なし） 

○委員長（栗田成一君）  私のチェックはでき得る範囲内でさせてもらいます

けれども。 

  じゃ、そういうことで附帯をつけると、そういうことでさせていただきま

す。また、事務局のほう、よろしく内容的に御指導していただきたいと思い

ます。 

  以上をもちまして議案第 59号  平成24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終了いたします。 

 

休憩 午前１１時１８分 

 

再開 午前１１時１９分 

 

○委員長（栗田成一君） 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24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。 

  なお、これは毎度のことですが、質問の際は予算書のページ番号を告げて

質問するようにお願いをいたします。 

  質疑ありませんか。 

  休憩します。 

 

休憩 午前１１時２０分 

 

再開 午後 ０時５８分 

 

○委員長（栗田成一君） 時間になりましたので、再開をいたします。 

  質疑ありませんか。 

○２番（内山愼一君）  成果表の86ページと、それから国保の関係の８ページ

の関係で質問します。 

  まず一番初めに、国保の加入世帯というのは、被保険者の数については 23

年と24年比べて実際に減っているわけだけれども、世帯数も被保険者数も。

その要因というようなことを一つ教えてもらいたいことと、それとあと、国

保の税が８ページのほうに一般被保険者と退職の関係の保険税があるんだけ

れども、それが前年と比べて増えているのか減っているのか、その辺ちょっ

と教えていただけますか。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 最初の御質問の関係なんですけれども、

世帯数につきましては前年度対比がマイナスの 72世帯、で、被保険者なんで

すけれども、前年度対比でマイナスの 219人となっております。この要因と

しまして、まず出生、子供が誕生した数が昨年度中が 21名ということで月当

たりの出生の数が 1.79人、あと、後期高齢者のほうへ毎月 15人程度回ってお

ります。あと、社会保険の加入とか脱退につきましては大体 50％、 50％ぐら

いなんですよ。あと、昨年亡くなられた方が多かったんですよ。その辺が要

因として少なかった要因なんですけれども、とにかく後期高齢者のほうへ毎

月十五、六人の方が回っているものですから、それに対して出生というか出



産されるというか、加入する人が１人から２人なもので、当然的に少なくな

っている状況なんです。やはり少子化の影響が大きいです。 

  保険税については、前年度対比と比べて若干減少しております。ですけれ

ども、滞納繰越分につきましては、どうしても収納が低いものですから増え

る状況になっていくんでけれども。 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 

○１０番（鈴木 勉君） 質問の内容が重複すると思うんだけれども、加入者

の減少というものの説明を受けたんだけれども、そういうものが、これも決

算書のほうに見ると数字的なものがここにあるわけですよ。しかしながら、

人数が減っているから数字的なものが動くというのはわかるんだけれども、

しかしながら、滞納されている方たちの動向というものはどういう推移をし

ているのかなということですよ。それに対しての収納努力というものは相当

なされているのではないのかなというのは、こちらもそれなりには理解した

いなと思っているんだけれども、これ決算時においての数字的な推移という

のはどういうところにあらわれているのかな。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 決算書の中において、その滞納がどうの

こうのというものは不納欠損と収納率ぐらいしか成果表には出てないと思い

ます。 

  では、こちらのほうから細かい説明というか、申し上げるという形でよろ

しいですかね。 

  24年度末、 25年６月１日現在で調査をした結果なんですけれども、現年度

分滞納する世帯が 593世帯です。パーセンテージにしますと 18.2％ぐらいで

す。これについては、例年並みというか、ほとんど変わらないんですけれど

も、５分の１が現年度分を滞納するということは非常に大きい問題だと思い

ます。 

  それに付随しまして滞納整理等をやっているんですけれども、それとは別

個に保険証を、要は、納税の機会を増やしなさいよということで、保険証の

その期間が通常は 12カ月なんですよ。それを３カ月とかにしまして、できる

だけ役場のほうへ来てもらいまして納税の職員と接触する回数を増やしなさ



いということなもので、短期の保険証を設定している世帯が 398世帯です。

12.5％。資格証明書というものが病院にかかった場合には 10割で出してくだ

さいよという方が 70世帯、 81人の方なんですよ。それが 2.2％ということな

んです。 

  この資格証明書については、賀茂地区の市町によって考え方があるんです

けれども、資格証明書を出してしまうと納税者と接触できないということで

０世帯という町もございます。ですけれども、こちらのほうから接触をしよ

うとして電話とか通知をしても全然反応が全くない方については、申しわけ

ないんですけれども、資格証明書で対応しています。 

  そういったのが一応滞納者に対する対応なんですけれども、また 10月から

８カ月間ぐらい夜間徴収を月に４日ぐらい実施しまして、できるだけ納税者

に不公平になってこないように徴収については頑張りたいですけれども、そ

れとは別に預金調査、結局他人の通帳の確認なんですけれども、昨年度につ

いては48名の方について預金調査を実施しました。しかしながら、預金額が

数円とか数十円、数百円とかなもので、差し押さえる数字の預金が全くなか

ったもので、昨年度については差押は実施はしなかったです。 

  あと、それとは別個に滞納整理機構のほうに 10人程度回っているんですけ

れども、それで、昨年度は６名の方から収入がございまして、本税で 35万

5,404円、督促料が 800円、延滞金が６万 6,200円、合計で 32万 2,404円の収入

がありました。この方たちについては一遍に払うことができないもので、全

員の方が分割納付という一応格好になっています。そういったことが滞納対

策というかそういったことをやっています。 

○１０番（鈴木 勉君） 平成23年と比べて 24年度は滞納者の件数とかという

のは増えているの。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 全体的な収納率については、若干ですが

現年度分では上昇はしました。現年度分で収納率が 0.2％上昇はしました。

あと、滞納繰越分で 3.87％上昇はしました。滞納者については、短期保険証

の人数等もほとんど昨年と変わらないもので、若干は上下がありますけれど

も、被保険者数がとにかく減っていますから、現状では減っていかないとま



ずいと思うんですけれども、現状についてはほとんど変わらない状況です、

昨年度と。 

○１０番（鈴木 勉君） 22年、23年、24年という年度別でいけば、東日本の

大震災を挟んでの経済状況の動きというものが非常に激しいものがあるわけ

ですよ。だから、平成 24年度というのはその地震において非常にこういう影

響が大きくあらわれて、滞納者、加入者も減ったし滞納額も増えてきたとか、

そういう現象というものが 24年度は如実にあらわれているのかどうなのかと

いうのを聞きたかったんだけれどもな。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 被保険者数が減っているものですから、

こちらの感覚としてはそんな極端に増えるということはなかったです。 

○２番（内山愼一君）  実際には滞納者の増えが余りなかったというのは、同

じ人が継続して滞納しているような形があるということでしょう。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） こんな言い方、あれなんですけれども、

なれている滞納者というかそういった方がいらっしゃるわけですよ。 

○委員長（栗田成一君） 滞納者は、だったら何年も同じような人なのかな、

やっぱり、今の話を聞いていると。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） やはりそうですね。 

（「休憩とっていただいていいですか」の声あり） 

 

休憩 午後 １時１１分 

 

再開 午後 １時１１分 

 

○委員長（栗田成一君） 再開いたします。 

○１０番（鈴木  勉君）  ７ページの国庫支出金の 550万、減額になっている

ようなこの数字になっているんだけれども、補正だよね、当初予算から補正

で減額になっているだけれども、この要因は何なのかな。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君）  昨年度は保険給付費が 3,500万円ほど減

少をしました。ここの 550万のマイナスというものは、病院にかかった 32％



が療養給付費の交付金として入ってくるわけなんですよ。ですから、医療費

が減っていけば、国から来る 32％の療養給付費が少なくなるという結局から

くりになっているわけなんですよ。法定の負担率なもので、給付が減ると当

然減ってしまうという。 

○１０番（鈴木 勉君） 決算書で言えば、これが減額になればなるだけ一般

の人たちが病院にかかる件数が減って医療費が減額されたというそういう読

み方をしていいということになるんですか。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） ここでいっています療養給付費の交付金

の関係なんですけれども、１年に２回ほど申請を出しています。最初が２月

ごろなんですよ。変更申請といって３月から 10月の診療分までにのっとって

計算して申請をするんです。それで、６月の末から７月にかけまして実績の

報告書というものを出しています。で、ここの療養給付費の交付金は最初の

変更申請で数字を申請しているんですけれども、昨年度は申請額より余計な、

4.62％余計なお金が全国的の市町に配分されまして、ですけれども、その分

については国の予算の関係だと思うんですよ。お金を残してもしようがない

から、とりあえず各市町に配分はするんですけれども、翌年度の精算分とい

うことで、また返しなさいよと。要は、だまし討ちではないんですけれども、

とりあえず国の予算が残っているからパーセンテージで掛けて全市町にくれ

ますけれども、翌年度に返してくださいよと、そういったからくりがありま

すもので御承知ください。 

○６番（ 君）  仕組み全体の件なんですけれども、歳入のほうを見ま

すと、これは前期高齢者交付金というのがかなりの比重で入ってきている。

同じく、逆に歳出のほうだと今度、後期高齢者のほうに歳出のほうが行くと

いう形で成り立っているような形なんですが、このような仕組み的にはどん

なふうに考えておけばいいんですか。大ざっぱな質問なんですが。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 前期高齢者交付金も後期高齢者支援金に

つきましても、前々年度の精算分というのが計算されるわけなんですよ。昨

年度は前期高齢者交付金が前々年度、平成 22年度の医療費が確定したもので

その分を精算しますよということで、余計に 4,247万9,453円ほどお金が入っ



てきたわけなんですよ。前々年度の精算分の金。ですから、そういった面が

予算を計算するときにちょっと難しいんですけれども、そういった要因等が

ございまして前期高齢者については増えたということなんですよ。後期高齢

者の支援金につきましては一応パーセントがございまして、そのパーセント

にのっとって市町がお金を出しているんですけれども、後期高齢者のほうの

医療費が伸びているものですから、当然、市町のほうのお金の金額も増えて

いく状況です。 

○１２番（居山信子君）  今の関連でパーセンテージを教えてもらっていいで

すか。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 一応後期高齢者の支援金の関係なんです

けれども、公費で 50％出すことになっていまして、そのうちの国が 12分の４、

県が12分の１、町も 12分の１です。ですから、後期高齢者の医療費が伸びる

と12分の１の金額を単純に掛けるんですけれども、どうしても伸びていくわ

けですよ。それが後期高齢者の支援金という形で請求が市町のほうへ回って

くるということなんですよ。ただ、前々年度精算分等も計算されるものです

から、その辺がちょっと難しいんですけれども。 

○１２番（居山信子君）  非常にもう複雑怪奇、担当はもうよほど優秀な人で

ないと務まらないというふうなことで、本当に敬意を表します。 

  それでは、伺いたいと思うんですが、 86ページの成果表のところにござい

ます１世帯当たりの税負担額、これどこかに数字があったんだけれども、こ

れ16万7,209円でいいのかしら。１人当たりが９万 4,870円ということで、両

方とも若干下がっているというふうなことですね、前年より。前年はだって

あれよ、１世帯当たりが 16万6,315円、１人当たりが９万 5,870円でしょう。

だから下がっている。ごめん。上がっているわけですね、わずかですけれど

も。今その説明は、言うなれば加入率が下がっているけれども、１世帯当た

りの税負担分あるいは１人当たりの負担額は上がっているということになり

ますと、恐らく高度医療の関係とか、あるいはほかにも要因があるのかなと

いうふうにも思うんですが、その辺のところでちょっと説明をお願いできま

すでしょうか。 



○健康づくり課参事（石井尚徳君） 昨年度は均等割と平等割を医療分、後期

高齢者支援分、介護分と 1,000円ずつ値上げさせてもらいましたよね。３つ

が該当しますと必然的に 6,000円の税が上がってきますもので、どうしても

こういった形になってきます。 

○委員長（栗田成一君） ほかにございますか。 

○１３番（定居利子君）  特定健診についてちょっとお尋ねをしたいと思いま

す。77ページに成果説明書があります。それと国庫支出金のそれについて、

これは９ページ。 

  国から５年間にかけてこの特定健診を受けるようにという、ページわかり

ますか、９ページ、 77ページ。５年が経過した中で今年度は６年目という形

で、その縛り的なものが、国からのあれがなくなったと思うんですけれども、

今後町としていろいろこういう指導的な結果が主要施策のこの中に、成果表

に載っているんですけれども、今年度はパーセンテージを上げていかなけれ

ばならないのか、それとも国からそういう縛りがない中でどういう形をとら

れるのか。それによって、また国からの補助金の金額も変わってくるのでは

なかろうかなと思うのですけれども、その点いかがですか。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 平成20年度にこういった制度ができまし

て、平成24年度の目標率の 65％に達しないところについては、後期高齢者の

支援金を増額するということだったんですよ。ですけれども、実施というか、

その目標に到達する市町がほとんどないと思いました。それなもので、減額

の対象になってきているところにつきましては、こういった特定健診を実施

していないところ、それと保健指導を実施していないところということで、

全国でたしか昨年度は６市町だけだったと思うんですよ。ですから、ほとん

ど罰則というものはないというふうに考えていてもらっても結構だと思うの

ですけれども、ただ、国のほうでは平成 25年度からの２期計画を作成しなさ

いということで、一応作成はしています。で、最終的な目標率については

60％というふうに若干下がりました。それについて保健師等と相談をしまし

て、生活習慣病の削減に努めたいと思っています。 

  ただ、国民健康保険の加入されている方が 60歳以上が53％なものですから、



若年層からやっていかないと、こういったやつというのは効果が出てきにく

いと思うんですよ。要は、会社を退職されて国保に来て、急に生活習慣病が

どうのこうのという話になると、なかなか難しい問題だと思うのですけれど

も、しかしながら、こういった目標に向かってやっていかないとまずいと思

うので、保健師とか健康増進係のほうと相談をして、目標に向かって頑張り

たいと思います。 

○１３番（定居利子君）  今年度から 60％にということなんですけれども、以

前も特定健診については賀茂医師会とのいろいろな整合性もあるということ

の中で、各病院とかクリニックあたりで特定健診に近い健診を受けていらっ

しゃる方はたくさんあるんですよ。そういったところのデータ、資料等をい

ただけるものならいただいて特定健診のこのパーセンテージが増えていかな

いかどうか。ただ役場だけの特定健診ではなくて、それぞれの病院でそれに

近い健診を受けて方もたくさんあるもので、そういう賀茂医師会との連携と

いうんですか、そういう面は当局側としてはどういうふうに打開策をやって

おられるのかどうか。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 賀茂地区は賀茂の医師会のほうにほとん

どが頼んでいるわけなんですよ。それなもので、要は日にちの取り合いっこ

になるわけなんですよ。それで従前から東伊豆町は大体７月とか８月とか一

番健診をやりたくない時期にたまたまぶつかっているわけなんですよ。医師

会との関係もございますけれども、本年度についてはたしか４日間、別の団

体のほうへその健診を頼みまして、その結果等を見て考えたいんですよ。賀

茂の医師会のほうをすぱっと切るということは別の面の健診等にいろいろと

問題が出てくるかと思うもので、なかなかすぱっと切ることはできないんで

すよ。ただ、やりたいところは言ってきているんですよ。その辺が今検討中

なんですよ。 

  あと個別健診については、なかなかこちらとしてはやってもらいたいんで

すけれども、商売としてどうかな何ていうことも、難しいのではないかなと

思うこともあるんですよ。ただ、どこかの病院へ行ってドックの健診をやっ

ても、こちらの要件を満たしてないと特定健診としてカウントができないも



ので、その辺については保健師と相談はしています。人間ドックの申請等を

やって申請をしてもらっているときには、結果を出してくださいよというこ

とで、必ず指導というか説明はしています。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  個別健診というのは、やはりこの辺に病院

は幾つかあるんですが、できるところもあるようなんです。ただ、ネックに

なっているのは眼底の機械がなくて、そこのところができないというところ

がどうも多いようです。ただ、金額の面でいきますと、今 6,300円、集団で

お金がかかっているんですが、大体個別になると１万円から上のお金になり

ますので、その辺の町の負担も当然増えてくる分もありますし、その辺でい

ろいろ、先ほど参事が言ったように、保健師と相談しながら４日間、役場の

職員なんかもやるということで、静岡県予防医学協会、職員の健診なんかも

やっているんです。そこに一応お願いしていけるような形になっています。 

○１３番（定居利子君）  その予防医学協会はこの役場へ来られてやっていた

だくんですか。やっていただけるというか。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 本年度が４日間なんですけれども、やっ

てもらっています、もう。 

○１３番（定居利子君）  私も各医療機関で健診を受けたりはしているんです

けれども、特定健診までは行かないものでプラス何パーセントには協力はで

きないんですけれども、やはりそういった点も、多くの方たちがそういうと

ころで健診を受けていらっしゃるので、何かしらこの特定健診に 31.6％以上

増える可能性が高いと思うので、極力これは何らかの形でそういううまく連

携がとれればなと思っています。一応希望としてお願いいたします。 

○１２番（居山信子君）  それでは、１ページの歳入の中の款３繰入金なんで

すが、これの算出の根拠等を伺えればと思います。ここ二、三年の推移が知

りたいと思ったんですけれども、もしデータがなければ後刻でも結構でござ

います。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 決算書の 14ページのことですよね。違い

ますか。 

（「そうです」の声あり） 



○健康づくり課参事（石井尚徳君） それでは、 14ページのほうをごらんくだ

さい。 

  全部で５点ほど繰入金の内容となっております。その中で法律にのっとっ

てないというか、法定外というものがその他一般会計の繰入金なんです。こ

の件につきましては、従前からもらっているんですけれども、要は、透析分

のお金が多額になっているもので、その分を補填するということなんですよ。

従前から大体1,870万円ということで、ほとんど変わりはないと思います。 

  あとの４つにつきましては、法律にのっとって計算しておりまして間違い

はございません。保険基盤の関係につきましては、軽減世帯の分を国県町の

ほうからもらっております。職員給与費等なんですけれども、この分につい

ては国保連合会の委託料とか、あと消耗品とかの関係です。職員の給与費と

は違います。 

  あと、出産費等の補助金の関係ですけれども、出産費 42万円の３分の２を

一般会計のほうからもらっている関係なんですけれども、前年度の精算分等

がございますもので、計算どおりにはこれはなっていません。 

  あと、財政安定化支援事業の関係なんですけれども、これもちょっと計算

式がございまして、年齢、構成等の関係から計算をしてこの数字になってお

ります。 

  そういった内容ですけれども。 

○１２番（居山信子君）  そうしますと、今話がございました透析ですけれど

も、これについてどこかに、成果表とかにはあるのか、見たような気がする

んですけれども、そんなに昨年と人数的なものは変わっていないのかどうな

のか伺いたいと思います。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 成果表等には数字等は載っていないもの

ですから、説明させてもらいます。 

（何事か言う声あり） 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 監査委員のほうのあれには費用額が載っ

ています。 

（何事か言う声あり） 



○健康づくり課参事（石井尚徳君） 説明させてもらいます。 

  25年度の３月末現在で対象となっている方が 20名です。それで、費用額 10

割で１億752万8,260円です。それでそのうちの７割分、町のほうで出してい

る金額が7,526万9,782円というふうになっております。単純に平均というか

20名で割りますと、費用額で 537万 6,413円、保険者、町で出している分が

376万3,489円という数字になっています。大体、一応今日現在が 18名なんで

すけれども、重度障害者１級から３級に該当になってきますもので、 65歳に

到達された方につきましては申請により、保険税等の絡みもございますけれ

ども、後期高齢者のほうへ回ることが可能となっています。 

○１２番（居山信子君）  今御説明された１級から３級が 65歳になったときに

は、場合によったら後期高齢者に回ることも可能ということだけれども、そ

れは本人たちには何か連絡とか何か行くんでしょうか。町の負担としてはど

うなんでしょうか。本人たちの負担からしたらどっちのほうがいいというこ

とになるのかちょっとお願いします。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 後期高齢者の担当がその方の保険税を試

算をしまして、後期高齢者のほうに回ったら得ですよという場合については、

申請により後期高齢者に回ることが可能ですよという通知はしております。

最近も７月ですか、４人ほど通知を出しまして３人の方が後期高齢者のほう

へ回ってくれました。 

  本人が病院にかかった場合に、１カ月なんですけれども、１つの病院で最

高が１万円で済むわけなんですよ。ただ、重度障害者なもので、償還払いと

いうか、お金が返ってきますもので、月に 500円という形で済みます。です

から、御本人は病院にかかった場合は別に関係ないんですけれども、ただ、

保険税についてどっちが高いかどうかだと思うんですよ。こちらのほうの会

計上は、できるだけ後期高齢者のほうへ回ってもらえれば非常に助かるもの

で、担当は一応、一生懸命通知は出してくれているんでけれども、ただ、申

請によりという言葉がありますもので、その辺が難しいですね。 

  一応、昨年度の東伊豆町の医療費の最高が、人工透析をされている方で

1,021万6,140円と、費用額ですけれども、 10割負担で、で、町のほうで出し



ている金額が 715万 1,298円です。東伊豆町の多額の医療費を使った１番と３

番の方は透析の方でした。 

○１２番（居山信子君）  この透析の問題はもう十数年前から議論をして、当

初は１桁台で透析者、最初は５人とか６人とかそれくらいの段階から話はず

っと来てはいるんですけれども、やはり今後この疾病に対してそうならない

ための手だてというのを何とか重点的にやってもらわないと、本当にえらい

ことだなと思う。 

  ちょっと私見なんですけれども、今やはり１人１人が病気にならない生き

方を追求し、なおかつそれを実践することがどんなにか町のために貢献して

いるかというふうなことですよね、高齢になっても。だからもう本当に健康

でいようと、健康のためにというふうなことをまず私たちみずからが町民に

も訴えていかなければいけませんし、職員の皆さんもぜひ心身ともに健康で

いいお仕事をしてもらえるように、まず健康が第一だなと、健康は宝だなと

いうふうにつくづく思いますので、自分の負担が少ないから、御自分の透析

にかかるエネルギーも相当時間的なものからしても負担になるかと思うので、

病気になってしまった人はもうしようがないんですけれども、本人も家族も

町も国も大きなその負担を負っていくことになりますので、病気にならない

生き方というものをぜひ皆さんで追求していく、いろんな分野での取り組み

をしていく、そういうことがこれからも求められるのではないかなというふ

うに、私の私見でございますが、そのように報告を伺って感じたところでご

ざいます。ありがとうございます。 

○委員長（栗田成一君） ならないための方法ってあるのかね。 

○１２番（居山信子君）  実践しているんでしょう、委員長、教えてください。  

  それを体験なさっていらっしゃる委員長みずからに、こういうふうに、朝

はこんなふうな食事だよとか、運動をしているよとか、まさにお手本かと思

いますもので、後から続きたいと思います。 

○委員長（栗田成一君） それはまた、もう少しリラックスしたときに。 

  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 



○委員長（栗田成一君） なしということですので、質疑なしと認めます。 

  以上で歳入全般への質疑を終結します。 

  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。 

○１２番（居山信子君）  成果表の 87ページなんですけれども、診療費等の状

況、ここに一覧表であります。先ほど私も申し述べた申請がここにあるわけ

ですけれども、特に調剤ということでジェネリックに対しての取り組み等々、

私たちの委員会のほうでも、前回の委員会だったんですけれども、熊本のほ

うに視察もし、また一般質問等で内山さんも取り上げられたりなさっており

ますけれども、その後この調剤の中の薬の割合、ジェネリックの、この辺の

ところを伺えればと思います。また、増減等伺えればと思いますけれども、

前年対比でいかがでしょうか。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 24年度の最終の診療月、 25年２月の診療

月の数量ベースでジェネリックが 28.4％で、金額ベースで 13％となっており

ます。この数量ベース等の調査は、昨年の 10月ごろしかできなかったんです

けれども、ほとんど変わりはないですね、残念ながら。昨年の 10月に保健所

と一緒にジェネリックのカードを同封したんですけれども、残念ながらまだ

数量とか金額ベースでは変わってこないんですけれども、連合会に聞いたと

ころ、やっぱり長い目で、 12月とかそういったベースで見ていかないとなか

なか変わってこないみたいですよ。ただ、この辺の病院でもジェネリックを

取り扱っているところがどの程度かという問題もあります。 

  それと、あと 87ページの成果表の関係なんですけれども、調剤が伸びてい

るということなんですけれども、この件につきましては、１つの薬局が新規

に開設されまして、その分が増加したものですから、ここだけが増減率のと

ころでパーセンテージがプラスになっています。 

○１２番（居山信子君）  その１つ増えたというところはどこなんでしょうか。  

○健康づくり課参事（石井尚徳君） あたがわ薬局さんですか。なかむら整形

さんの真上というか。 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 



（発言する人なし） 

○委員長（栗田成一君） 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。 

（何事か言う声あり） 

○委員長（栗田成一君） それでは、ちょっと休憩します。 

 

休憩 午後 １時４７分 

 

再開 午後 １時５３分 

 

○委員長（栗田成一君） それでは、歳出全般といたします。 

○１２番（居山信子君）  決算書14ページなんですけれども、総務費の報酬の

関係、これの管理費…… 

（何事か言う声あり） 

○１２番（居山信子君）  じゃ、ちょっといいです。しばらく時間をいただい

て。 

○委員長（栗田成一君） ほかにありませんか、居山さんが探している間に。 

  どなたかありませんか。 

○１２番（居山信子君） それでは、７款の共同事業拠出金の関係ですけれど

も、28ページにあります人間ドックの補助金、これ成果表のどこかにあった

かなと思いますが、 343万4,130円、これは脳ドックをたびたびこの決算とか

の審査のときに叫び続けてきて、ようやく実現をしましたけれども、その人

間ドック、何名がこの補助を受け、そのうちの脳ドックをやっている人とい

うのが、もしわかりましたら伺いたいと思います。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 成果表の 91ページ、補助金の申請された

方が142名です。補助金の平均額が２万 4,184円になります。前年度対比で７

名ほど少なくなりました。たしか脳ドックだけという者はちょっと記憶にな

いですね。人間ドックと一緒に実施されていると思います。脳ドックだけと

いうのはたしかないと思いました。 



○１２番（居山信子君） 142の中に受けているのはわからない。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 脳ドックだけというの者はいないと思い

ます、たしか。 

○１２番（居山信子君）  そうではなくて、ごめん、言い方が悪かった。 142

名の中に何名脳ドック受けている人がいますか、それがわかりますかと聞い

たつもりですけれども。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君）  はっきりした数字はないんですけれども、

オプションとして一緒にやっている人はいます。 

○１２番（居山信子君）  いるのはわかるけれども、人数はわからないんです

ね。 

  意外に、その人間ドックをやっているという人は結構いるんだけれども、

脳ドックやったことないよみたいな人がいて、えーっという感じで私は驚く

ことが結構あるんです。やはりもうかなり 50、60、高齢になってきたときに

は、まず脳ドックをやっぱりどんどんやってもらう必要があるのではないで

しょうか。意外に脳卒中になる方が多いと思うので、今３時間以内の点滴と

か何かでかなり後遺症が残らずに治療も進んではいるようなんですが、ぜひ

脳ドック、参考までにここにいる方で脳ドックを受けたことがある方がいら

したら、ちょっと教えていただけますか。 

（「今年行ってきました。半日で終わります」の声あ

り） 

○１２番（居山信子君）  受けた経験者から言いますと、今から 10年くらい前

に名古屋の脳ドックまで受けに行ったことがあるんですけれども、ちょっと

余談みたいになりますので休憩にしてください。 

○委員長（栗田成一君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時０１分 

 



○１２番（居山信子君） 今のことで言いたいことがあります。 

  ということは、それぞれ市町によってはこういう補助金を出していないと

ころも当然あるわけですか。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 毎年、一応調査が来まして、この辺の市

町はやっていると思いました。ただ、補助金額については市町によってばら

ばらだと思いますけれども、ちょっとその辺の資料をちょっと持ってこなか

ったもので、申しわけないです。ちょっとわからない。 

○１２番（居山信子君）  そうしましたら 75歳になる前にはしっかりと補助金

をいただきながら、脳ドックも受けながら、あとは知らないよと言われてい

る、一番病気になりやすいのに、 75歳過ぎたり何かすると。やっぱり国県に

もその辺のところの働きかけはぜひ、これは政治のレベルでやっていかなけ

ればならないことかもしれませんけれども、やはり予防というようなことで

はＭＲＩをしっかりとっていくということが必要だと思いますので、その辺

今後の私たちの課題にもしていきたいというふうに思いますが。国に訴えた

いと思います。 

○１０番（鈴木 勉君） 決算で聞きたいんだけれども、この人間ドックに、

142人の方たちに 340万のお金が支出されているではないですか。この受けた

人たちに健康的な、要するに異状が見つかったとか、よく町の健診でがんが

見つかってよかったとか、再検査があるとかというそういう要因の中で早期

発見という形がそこでなされてくるんだけれども、その成果はあるのかね。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） その辺の成果については、直接的に数字

とかが出てきてはこないんですけれども、間接的にこの助成申請をして人間

ドックをやって、がんが見つかったという人は二、三人聞いたことがありま

す。町の健診のほうでも悪い病気が見つかったという人もいます、実際に。 

○１０番（鈴木 勉君） 健康という形の中での町のこの助成金なんでけれど

も、健康で自分の健康を確認しにいくのに税金を 340万も使って何でもなく

てよかったねというのは、ちょっと僕は税金の使い方がもっと、健康な人で

はなくて、それらしき人たちが受けるというのももっと奨励すべきではない

かなと思うんだよ。健康な人間が健康をチェックしに行って、ああよかった



でなくて、さっきみたいにもっと安いところの中での再検査が必要な人だと

かそういうのがあるわけだよ。そういう人には強制的にこういう人間ドック

とかいうところに町のほうの助成があるから行ったらどうですかとかそうい

うことに関しては町は力を入れてないの。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） そういった検診については、保健センタ

ーのほうで特定健診とかがん検診とかそういったもので対応はしています。

国民健康保険の人間ドック助成については、健康かどうかというか、疾病を

早期発見するための補助金としてお金を出しているわけなんですよ。ですか

ら、悪いことを前提でなくというか、そういった疾病を早期発見というか、

そういった内容でこういった補助金を出しているわけなんですよ。回答にな

っていないと思いますけれども、保健センターのほうでは悪いかどうかチェ

ックをしたり、そういった各種検診等はやっているわけなんですよ。 

○１０番（鈴木 勉君） もう一回だけ同じ質問をさせてもらうんだけれども、

今、町のほうのそういう健診を受けた、通常の健診を受けた方たちは、再検

査ですという通知が来るわけだよ。そしたら、どこでも自分で好きな病院へ

行って検査してもらってくるわけなんだけれども、そういう人たちにはこう

いう補助金でもっといい病院、人間ドックを受けているようなこういういい

病院に行って、町が補助金を出すからもっと再検査したらどうですかという

ことはしないのかねと聞いたんですよ。してないんだよね。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） ちょっと意味が違うかもしれないですけ

れども、そういったことで発見された分に対して病院にかかった場合は、７

割分を国民健康保険のほうからお金を出しているわけですよ。病気に対する

国民健康保険なものですからお金を出しているということですよ。悪い病気

がわかったもので、それを直すために７割分のお金を町のほうから出してい

るということですよ。 

○１０番（鈴木 勉君） 余り時間かけたくないんでけれども、人間ドックと

いうのは健康な人が行くための補助金ではないですか、今の話を聞いたとし

ても。私が言うのは、異状が見つかって、その人が異状かどうか再検査しな

さいと、再検査したら異状がなかったという形の率が非常に出てくるわけだ



よね。でも再検査が必要ですよと町が判断している人たちには何の助成もな

いのかということなんだよ。 

（「ちょっと休憩してもらえますか」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０７分 

 

再開 午後 ２時１２分 

 

○委員長（栗田成一君） 休憩を解いて、再開いたします。 

○１２番（居山信子君）  それでは、伺いたい点ですけれども、問題の重複多

受診、この辺の取り組みということで、たびたびこの決算の審査の中では議

論が出てくるところなんですが、具体的に、また医療機関もかなり増えてい

ます。行きやすくなってきています。送迎もあります。そういう意味での個

別的なそういう保健指導等々を、１年前のやりとりは聞いているわけですけ

れども、現状どうなのか伺いたいというふうに思います。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 毎月、国保団体連合会のほうからデータ

が回ってきまして、うちのほうで保健指導等を行ってもらっております。た

だ、こんなに毎月何十人も回ることはできないもので、ただ、年間で数十人

は回っています。 

○１２番（居山信子君）  おっしゃるところの国保連からのデータを見て、も

ちろん保健師の皆さんも余りひどいところに重点的にきっと入っていくとい

うことをなさっているかと思うんですけれども、５年前のこの特定健診、国

からのいろいろな締めつけもある中で、ずっと見ていますと非常に現場は大

変だなと。保健師の皆さん初め、いろんな取り組みを見てきているんですけ

れども、一番私が望むのは、やはりこういう時期でありますので、本当に訪

問活動等をやはり活発にやってほしいなというふうに思うんです。 

  それは、やはり今言ったように、人間ドックがどうとかということではな

しに、訪問をするとその人の状況がよくわかるわけですから、おのずからい



ろんなことのアドバイスをしながら医療費の削減やら介護予防等のいろんな

ことにもつながっていくことだと思いますので、ちょっと時間がかかる地道

な作業なんですけれども、この保健師の訪問というのを、先ほど付帯決議を

つけていただくあの件に関しましてもそうなんですけれども、ぜひ進めてい

ただきたいと。そういう意味で今現状、現場の保健師の皆さんは特定健診で

いっぱいで大変だなというのは重々わかってはいるんですけれども、さらな

る取り組みをお願いしたいというふうに思います。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  保健師の訪問につきましては、現状１名減

という状況の中でなかなか厳しいところもございますが、今後につきまして

は、できる限り訪問をするような形で進めさせていただきたいと思います。 

○１２番（居山信子君）  地元の優秀な人材がよそに行っておりますもので、

何とか引っ張って、保健師が早くに増えますように願うところでございます。  

○２番（内山愼一君）  24ページのところの出産の育児一時金とその人数と昨

年との比較、それから葬祭費の 200万、これがやっぱり同じように何名で去

年と比較してどうだということを教えてくれますか。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 昨年度に出産費のほうを支出したのは 18

名です。ただ、年度末とか支払い等の関係がございますもので、昨年が 21名

と報告したんですけれども、出産費を支払ったのは 18名ということです。 21

名の子供が誕生したんですけれども、出産費のほうは、年度末とかそういっ

た支払いの関係がありますものですから 18名の方に出産費のほうを支払いま

した。 

  それと、葬祭費…… 

（「前の年は」の声あり） 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） ほとんど毎年 18名から20名ぐらいで変わ

りはないです。 

  あと、葬祭費の関係については、１人当たり葬儀をやった場合には５万円

出ますから40名分です。 

（「去年はどうだったのかな」の声あり） 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 23年度の数字、ちょっと持ってこなかっ



たのですけれども、昨年は異常に亡くなられた方が多くて補正をさせてもら

いました。たしか 125万でしたか、たしか 25人だったと思います、 23年度が。 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって議案第57号に対する質疑を終結します。 

  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（栗田成一君） 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24年度東伊豆町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について採決をいたします。 

  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（栗田成一君）  御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

ら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附帯決議を

したいと思います。要望事項や希望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） なしと認めます。 

  以上をもちまして議案第 57号  平成24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終了します。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

 

再開 午後 ２時２６分 



 

○委員長（栗田成一君） 再開をいたします。 

  後期高齢者医療特別会計をこれから審議をいたします。 

  本委員会に付託されました議案第 58号  平成24年度東伊豆町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

○１０番（鈴木 勉君） 92ページ、成果表の 92ページをちょっと中心に聞き

たいけれども、クリアにしてくれませんか。いいですか。この中で数字的な

あれとなっているのが１人当たりの金額４万 5,211円というのは、これは県

平均と比べてどういうものなのか。 

  それから、今度は１人の負担額はここに書いてあるんだけれども、医療費

は１人当たりどれくらいの金額になるのかということと、それから、ここの

普通徴収者の率からいくと、これは 5.6％が滞納者という計算でいいのかな。

94.4％が、これは滞納ではなくて普通徴収をちゃんとしていますよというこ

とでしょう、数字的なあれは。普通徴収は 94.4％になったということは

94.4％を収納したから 5.6％が滞納者ということで、それでいいんだよね。

この人たちはどういう収入の状況になっているのかなという、この３点をち

ょっと説明していただきたいなと思います。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 後期高齢者の関係につきましては、静岡

県というか一本でやっていますもので、 24年度の医療費がどうのこうのとい

うデータがまだ出てこないんですよ。要は、静岡県全体でやっているもので、

数字がまとめるのに時間的にも大分かかると思うもので、まだ通知等はこち

らのほうに来ていないんですよ。例えば、疾病状況がどうのこうのとかとい

うのは県下全体でまとめるもので、データがまとめるまでに相当数の時間等

がかかると思うんですよ。それなもので、医療費がどうのこうのとかそうい

ったやつというのは、まだこちらのほうには届いていない状況です。 

  それと、あと収納率の関係につきましては、当然、特別徴収が 100％なも

のですから、 94.4％ということは残りの 5.6％が普通徴収ということになっ



てきます。それで、どういった方が滞納されているかということなんですけ

れども、極端な話、年金収入がないと、そういった高齢な方がほとんどです。

例えば、１人世帯で年金収入がないもので滞納しているとかそういった内容

になってきますけれども。 

○１０番（鈴木 勉君） 医療費が１人当たりどれぐらいかかったというのは

計算ができませんというのはわかったんだけれども、その負担額がここに明

記されているではないですか。税負担額は４万 5,211円と、これは県平均に

比べてどうなのかという１点目、その点はどうなの。県はもっと安いの、高

いの。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） まことに申しわけないんですけれども、

従前からこの調定額から受給者数を割った数字が現年度分……、済みません。

１人税負担は４万 5,211円というふうになっているんですけれども、当然、

年度途中に脱退等あります。脱退とか加入等がございますもので、この表に

ついては、調定額割ることの受給者数という形で数字のほうを従前から何か

計上しているようです。 

（「県平均は出ていないの」の声あり） 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） 県平均が大体６万7,000円ぐらいです。 

○１０番（鈴木 勉君） 滞納者の所得状況が、年金者という理由になるのが

大体多いんだけれども、この無年金者というのは、滞納はもちろんわかった

んだよ、無年金だから入ってこないと。で、普通の生活はどういうふうにし

ているのかね、この人たち。 

○健康づくり課参事（石井尚徳君） ５月末現在の滞納されている方が 80名な

んですよ。それで、後期高齢者につきましては保険料を９割、収入が一定に

達しないと９割軽減されるもので、免税額が 3,700円なんですよ。ですから

保険料としたら大分安いかと思うんですよ。年間の金額なものでね、これ、

3,700円なもので、ですから１回の金額として数百円なもので大分安いと思

うんですけれども、この辺がやはり滞納される方は収入がないとか、１人世

帯とか、どうしても介護保険のほうと一緒なんですけれども。 

○健康づくり課長（鈴木利昌君）  普通徴収になる、あるいは特別徴収になる



というのは、まず、介護と同じで年金があるかないかで判断。例えば、年金

額が少ない場合、介護が優先されるんですよ。まず介護保険の特別徴収など

を引いて、残りの年金額の２分の１よりオーバー、後期高齢者なんかがオー

バーするようだと年金からはもう引いてはいけませんよという決まりがある

んです。そうすると年金があっても額が低いことによって普通徴収になった

り、あるいは今議員おっしゃられたとおり無年金とかという形になるもので

すから。ただ、医療保険ですから、当然、生活保護レベルまで行ってしまう

と、今度は保険からは脱退する形で、全額県が医療圏という形でお金を見る

形になりますので、その辺は介護とは若干違いますけれども。 

○１０番（鈴木 勉君） 決算だから本当はここに踏み込んではいけないんだ

けれども、本来だったら、先ほどの課長たちの説明みたいに、僕らは状況判

断わかるわけよ。これだけの保険金も、今言ったみたいに年金としての、唯

一の収入源であるべき年金がないんだよと、ここから、じゃ、労働しても賃

金が入ってくるのかと言ったら、とてもではないけれども高齢者だからない

わけでしょう。そこら辺の場合が今、これは踏み越えていけないというエリ

アは、本当はこういう生活困窮者というのは、先ほど言った生活保護者のほ

うの申請のほうに行くような状況なのかということを聞きたくなってくるわ

けだよな。 

  これはいいよ、答弁要らないよ、決算表ではないんだから。決算だから数

字に対してのことを聞いているだけのことだから、本当はそういう人たちが

どんどん増えてくるというのは、将来的な話からしたらとてもではないけれ

ども、今お金がもらえません、無年金だからといったら、本当は生活もでき

ないのではないのという心配事が湧いてくるのではないのかなというのが、

これは決算ではないからそこまで踏み込んじゃいけないだけれども、そうい

う気持ちが出てくるねという話、僕は。 

○委員長（栗田成一君）  そういう努力をこれからしてもらうんだ、どこかで

ね。 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 



○委員長（栗田成一君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） 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 58号 平成24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（栗田成一君）  御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附帯決議を記

したいと思います。要望事項や希望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） なしと認めます。 

  以上をもちまして後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定を終了いたし

ます。 

  職員の皆さん、ありがとうございました。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３７分 

 

再開 午後 ２時５７分 

 

○委員長（栗田成一君） 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 62号  平成24年度東伊豆町水道事業会計



決算認定についてを議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑の対象を収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の全般といた

します 

  質疑ありませんか。 

○１０番（鈴木 勉君） これ全般でいいのかな、質問は、水道会計の支出と

収入も含めてでいいんですね。 

  ごめんね。10ページをちょっと開いてくれる。 

  概要の中での総括事項の中で、前年対比で 2.7％増えましたというこの増

収の要因と、それから、その下の費用面の中でもある電気料金の改正、非常

に今、自分たち、個人的な話で申しわけないんだけれども、私たちみたいな

小さな企業でも非常に電気料というものがすごく値上げになった影響が出て

いるんですけれども、この水道事業に関してはどれぐらいの影響力がこの結

果の中にあったのかなと。 24年度はそういうものは入っていませんでしたら

それでいいんだけれども、あったら教えてください。その２点だけをちょっ

と先に説明してください。 

○水道課長（山口  誠君）  まず、水道事業収益の前年対比 2.7％増えたとい

うことでございますけれども、これにつきましては、まず、営業収益で

2.6％増えているんですが、前年度対比で、料金収入のうち家庭用が 1.4％の

減となっておりましたけれども、ホテル、旅館など営業が 4.6％の増、それ

からマンション分譲地でも 6.7％増となりまして、この 2.6％増になっており

ます。 

  それから、営業外収益のほうでも若干増えまして、県より配水管布設替え

工事に伴う移設補償費が交付されましたので、それに伴いまして 23.6％増と

なっております。この関係から営業収益の増と営業外収益の増を含めまして、

合わせて2.7％の増ということでございます。 

  それから、電気料金の関係ですけれども、ちょっと内訳はわからないんで

すが、前年度対比では14.3％増えております。 

（「使用料ですか。それは金額か」の声あり） 



○水道課長（山口  誠君）  金額です。電気料金が前年度と比較しますと

14.3％増えております。 

  以上でございます。 

○１０番（鈴木 勉君） この増収になった要因の中にはマンションとか使用

料が増えてきたというんだけれども、この文章を読む限りでは、この町の基

幹産業である観光宿泊関連のほうの数字がここに入っていないんだけれども、

それはどう、減額なの、プラスなの。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  23年度、東日本大震災の関係で計画停電な

んかありまして非常に観光宿泊客数が落ち込みました。 82万人台まで落ち込

みました。平成 24年度は若干回復しまして 87万人台に回復しました。その影

響で旅館、ホテルの大口、あと分譲地、マンション関連、若干戻した水準、

その戻したことが増収の要因ですよ。そういったものになっております。 

○１０番（鈴木  勉君）  課長さんのほうの今の答弁で、電気料が料金的に

14.3％増えましたよという答弁があったんだけれども、これぐらいに上がっ

てくると水道料金の値上げとかそういう形には影響してこない。今年は、 24

年度はなかったんだろうと思うけれども、改正がされてないからあれだけれ

ども、将来的にはこれはこれだけ上がってくるという結果が出た以上は将来

は、ごめんね、値上げとかそういう措置というものは考えられるわけ。この

決算を踏まえて。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  去年、大幅に高圧施設、そこが 50キロワッ

ト以上の高圧施設、水道課は７施設あるんですけれども、そちらのほうは去

年の４月より東電のほうが大幅に値上げしまして、当初予算では動力費だけ

で7,000万円ぐらい予定していたんですけれども、それまでは 5,000万円ぐら

いだったんですよ。 5,000万円台で推移していたんですけれども、とてもそ

の電気料金の改定では、十七、八％ぐらいの改定だったと思うんですけれど

も予算的に非常に、原油価格なんかも上がっておりまして、そういった燃料

費調整分というのが３カ月に１回ぐらい見直されて、原油価格がそれに反映

されたり、昨今の円安傾向のものがその部分に転嫁される、そういうような

状況になっております。 



  去年は電気料金が大幅に動力費がかかったわけなんですけれども、今年に

ついてもその円安傾向はまだ続いていまして、原油価格もかなり高騰してい

ますので、昨年より現時点では140万円ぐらい動力費がかかっております。 

○水道課長（山口 誠君） 御指摘のとおり、料金改定につきましてはもう避

けられない状態になってきていると思っています。震災の直接影響を受けた

23年度につきましては 1,700万円を超える赤字決算になりましたので、今回

のこの決算の 24年度につきましては、そういう状況の中でも何とかぎりぎり

でしたけれども 86万円程度の一応黒字になったということで、町長とも相談

しましたのですけれども、一応 25年度予算については、景気回復を柱とした

国の経済政策がありましたので、今年度は若干でもさらに回復するであろう

ということで予算計上させていただきましたので、一応今年度は改定は一応

しないという方向で、今年、 25年度のその辺の収益の状況を見て 26年度には

検討審議会を立ち上げようかという今状況になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 

○１０番（鈴木 勉君） 僕が質問するのは、それはちょっと決算に当たらな

いよというのだったらそこで答弁それでいいんだけれども、今、水道の中で

新しく水道計画の見直しの中で水量を試掘というんですか、試し掘りしてい

るではないですか。それをこの決算の中で処理しているわけ、その費用は。

24年度の決算の中でそこに使った金は決算、それと一緒で出るんだね。それ

に対して質問はいいんだよね、許されているんだよね。 

○委員長（栗田成一君） いいですよ。 

○１０番（鈴木 勉君） 今の、この間ちょこっと町長も答弁になったんだけ

れども、その成果というものはどうですか、見通し。今掘っている水道の稲

取地区と熱川地区、奈良本だとかそういうちょっと何カ所ぐらいそういう試

験的な井戸を掘ったりしているか。それから、見込みがどれぐらいそれぞれ

にあるのかというのは答弁は求めることできますか。決算だから、ちょっと

ここでいいかどうか。 

○委員長（栗田成一君）  厳密に言うといろいろ今 10番が言っているようなこ



とになるだろうと思うけれども、答弁できる範囲内で、もしできたらしてや

ってほしいと思いますが。範囲内で結構ですよ。 

○水道課長（山口 誠君） ただいま質問の水源調査につきましては、 23年度

から始めております。 23年度では奈良本地区、三井大林別荘地の西側と東側、

２カ所行いました。これにつきましては、調査結果は余りよくなかったとい

うことで、 24年度は稲取地区の細野高原の一帯を電気探査を行いました。こ

れについてはある程度地下水というか滞水層が見られるということで、これ

に基づきまして本年度、実際に試掘を行っているという状況でございます。 

  今現在60メートルぐらい掘られているということで、今の時点ではどの状

況かというのはわからない状況です。予定としては 300メートルまで掘る予

定でいますけれども、もうじきその辺が年内にはわかるのではないかなとい

う気がしています。 

（「１人何回まで」の声あり） 

○委員長（栗田成一君）  いいですよ。なかなか議論をするほうがいろいろい

いですから結構ですよ。やってください。皆さんがよければ私はいいですか

ら。 

○１０番（鈴木 勉君） 資料に基づいてと言わずに何ページに書いてあるか

というのは、ちょっとごめんね、私も把握していないんですけれども、水道

会計をずっと見て、１つの年度内の中でおけるいつものことなんだけれども、

これからの、この 24年度の決算の中にもあらわれてくると思うんだけれども、

町の経済状態の中においてどれぐらいの影響力というものが水道会計に及ぼ

すのかなというがあるわけね。旅館の入れ込み客が悪いとこれぐらいの、先

ほどの課長の答弁にもあったみたいに、ぎりぎり赤字になっていく、黒字に

もちょぼちょぼの黒字ぐらいしかできないですよとかというお話があるくら

いに、それと同時に、いつも毎年同じぐらい質問すると悪いんだけれども、

滞納している人たちの状況がどういう現状であるのかとか、それに対して皆

さん方が非常に努力しているんだけれども、収納についてはこういう形の中

で収納に努力していますよとかということに対してはどのようなお考えを持

っているかを聞きたいなと思ってますけれども。 



○水道課業務係長（木田尚宏君）  まず、町内の主要産業というのは観光産業

です。もちろん水道事業におきましても水道料金というのは半分以上大口使

用者、ホテル、旅館なんかもかなりを占めております。そういった状況なも

のですから、その大口使用者の水道の使用状況によって水道の収益も変わっ

てくる状況です。ですから、観光客数が大幅に減れば大幅に水道収益も落ち

込むというような状況です。増えればもちろん収益も上がっていくという比

例関係にあるということだと思います。ただ、ちょっと現在、大口の旅館さ

ん等でも、旅館さんの経営を考えた中で雑用水なんかを切りかえるという動

きも一部にはあります。そういう部分がありますと、そういった大口の旅館

さんが使った場合、その水道収益にはちょっと反映されてこないというとこ

ろもあります。 

  現在、収納状況につきましては、 24年度、現年の水道料金は収納率が

90.8％です。過年度のものにつきましては 52％ぐらいです。現年、過年合わ

せました収納率は85％であるという現状です。 

  悪質な滞納者につきましては停水措置を行っています。実際 24年度３回停

水を行いまして、まず停水予告通知、その前に督促状を毎回送っているんで

すけれども、各６回の納期の中で督促状は毎回送っております。で、２回に

１回、停水予告通知、それでも納めてこないところは停水通知、で、実際、

停水ということで、 24年度におきましては 35件停水措置を行いました。停水

予告とかそこまで至る間に大体接触できれば何かしら分割で納付とか全部納

付してくれる場合もありますし、話ができれば分納という形で落ち着くのが

大体の結果になっています。今そういう状況で対応しております。 

（「不納欠損というのは水道にあったっけか」の声あ

り） 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  あります。現在こちらの決算書に出ていま

す決算書のほうの４ページ、５の特別損失、過年度損益修正損 62万 1,211円、

57件分でございますが、こちらを不納欠損で落としております。亡くなられ

たり転居して不明の部分とかそういった水道料なんかありますので、主にそ

ういったものです、今回は。 



○１２番（居山信子君）  今説明なされた中で、ちょっとまた確認で教えてく

ださい。 

  今 57件が死亡とか転居だとかということでの不納欠損だと、これは 62万

1,211円ということでよかったでしょうかね。そうすると、意外に 57件とい

うのはかなりの件数ですよね。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  アパートなんかでずっとお住まいで、料金

がちょっと未納の状態でどこかに転出されてしまった人とかそういう人がか

なりおりまして、ちょっと県外とか町外に行ってしまいますと、督促とかは

出すんですけれども、なかなか入れてこない人がいるものですから、そうい

う状況で不納欠損ということで落としております。 

○委員長（栗田成一君）  今の関連でちょっとお聞きしたいんだけれども、滞

納している中に大口の人というようなものもあるのかな、現状は。大口とい

うのは、ここでいう大口は旅館だとかそういう人になるんだけれども、そう

いう現状はどうだろうか、その内容とか。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  分納という形で毎月入れていただいている

ところもあります。そういったところは大口の旅館さんでもあります。 

○委員長（栗田成一君）  じゃ、順調に入ってきているということですね、分

納にしろ何にしろね。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  そうですね。今現在、分納しているところ

は毎月順調に入れていただいているんですけれども、それ以前に分納してい

たところで廃業とか破綻とかそういったところはありました。 

○委員長（栗田成一君）  普通の税金を滞納しているというのは、それはそれ

でしようがないんだけれども、結局、水道というのは、要するにものを使っ

て滞納しているとなると、どうも感覚的に違う感じがしてしまうじゃない。

自分で飲んでおいて金を払わないという感覚になってしまったものだ、俺が

いるときに。普通の固定資産税なり何かを滞納しているというのはしようが

ないなという気になるけれども、どうも水道というのはな、しかも大口とな

るとちょっと集中して回っている職員としては余りおもしろくないなという

感じになると思うんだけれども、わかりました。 



  ほかに何か。 

○１２番（居山信子君） それでは、何点かお伺いをしたいと思います。 

  まず、企業債の残高、そしてまた現金の預金がどれくらいあるのかという

ことが１点。 

  それと、耐用年数を過ぎた水道管、これの布設替えというふうなところで

どんなふうになさっているのかをお尋ねしたいと思います。 

○水道課長（山口 誠君） まず、企業債の残高ですけれども、 24年度末で13

億5,935万円ございます。 

  それから、現金預金ですけれども、決算書の６ページに載っておりますが、

８億3,165万円程度、これは24年度末現在ですけれども、あります。 

  それから、耐用年数を過ぎた水道本管ですけれども、償却する間の耐用年

数、配水管で 38年というふうにされておりますけれども、どれだけあるかと

いうのは調べてないんですが、一応あると思います。これをすぐにやるとい

うのはちょっと財政的にも不可能な数字ですので、一応道路工事とかそうい

うときにあわせて、工事費の削減を図りながら、一応そのときにはその道路

の埋設管が古ければ一応布設替えを行って、順次やっております。 

  以上でございます。 

○１２番（居山信子君）  やはり今後こういうインフラの老朽化ということが、

水道に限らず町の財政を非常に圧迫をしてくることだと思うんです。防災、

減災というようなことでのニューディール政策を国全体も今推し進めてはい

るんですけれども、オリンピックだ何だかんだでそれがなかなか行かない、

ちょっと懸念で、さらに今回の場合には被災地の復興の問題等、国のそうい

う予算のこともあるんですけれども、それを見ながら、うちのわずか１万

3,000のこの町が今後住み続けていけるために道路、橋、水道、もろもろの

インフラに対しての長期的なビジョンをしっかりと掲げて取り組みをしてい

きませんと、まず、今一番心配なのは別荘地とかですよ。あの辺は本当にか

つての、三、四十年前ですよね、あのころのバブルのころに開発をされた別

荘地等の水道管を、例えば漏水の問題とか何かが出てきたときに、やっぱり

その辺の敷地内が町道でないとどうとか何かいろいろあるかと思うんです、



その問題が。そうするとやっぱりそこに住んでいる人たちがそういう不安を

今抱えながら現状暮らしているというふうに思います。 

  それはやはり管理組合なるものがきちんと機能してなかったり、親会社が

倒産をしてしまっているとかさまざまなそんな状況の中で、果たして今後そ

ういうところが、いいところだからって越してきて、もう 20年も 30年もたっ

て、いざもう施設がそういうふうに水道管が古くなってしまって、どこかで

漏水しているんだけれどもみたいなときに、じゃ、どこまでやれるのかとい

う問題とか、町民は非常に不安を抱えていると思うんです。 

  ですので、やっぱりこの水道事業ということを今後考えるときに、もちろ

ん水源探索等いろいろやっている御努力は認めますけれども、やはり老朽化

に対する取り組みということもあわせて考えていかなければ、どこの施設が

一体どれくらい、何年たっているのかと、そして、今後やはりこの辺の手だ

てをどうしていかなければならないというようなことをもう既にいろんな計

画の中に組み込まれているのかどうか。ちょっと不勉強なもので、既にもう

なさっているのかもしれませんが、その辺の観点で伺えればと思います。 

○水道課長（山口 誠君） その老朽化に伴う配水管等の計画につきましては、

今の時点では特に計画はしてございません。まず、今の経営状況ではちょっ

とその辺も不可能な状況がありますので、まずは経営を何しろ安定化に持っ

ていかないとその辺の計画も立てられない状況でありますので、今は水源調

査を行って、今後水道施設を整備していくというふうに考えておりますけれ

ども、まず、水源調査で豊富な水が、水質のいい水が出たということを考え

て今後整備していくわけなんですが、それと同時に、先ほど出ました料金改

定を一応して、安定な状態にまずは、経営の安定をまずしたいと、それから

整備を行っていくのが。 

  先ほど出ました分譲地内の水道施設の関係なんですけれども、町内の別荘

地、分譲地等につきましては給水区域外でございまして、町の管理する水道

施設ではありません。ですから、分譲地のほうで自分で整備をして、自分で

管理をしているという状況でございます。そういう状況です。 

（「委員長、ちょっと休憩してやって」の声あり） 



○委員長（栗田成一君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時２７分 

 

再開 午後 ３時２９分 

 

○委員長（栗田成一君） では、再開をします。 

○１２番（居山信子君）  毎回議論になっているところです。やはりこういう

経営の厳しいというときに、持っている財産の処分というふうなことではこ

の百山荘の問題が、私たちも当時からこれの購入についても議決もし、執行

もされた中で非常に責任を感じるところなんですが、本当ならばこういうも

のが売却できて、多少なりともそこにきちっと費用のほうを補填できるとい

うようなことが望ましいわけですけれども、昨年もこのやりとりがある中で、

現状その進捗状況が多少なりともあるのかどうなのか伺わせていただきたい

と思います。 

○水道課長（山口 誠君） 百山荘につきましては、今のところ具体的に買収

をしたいという話はありません。あれば一応売却の方向で検討はしたいと思

っていますが、今の時点ではありません。 

  以上です。 

○１２番（居山信子君）  本当に無駄なお金を投資したなというふうに今にな

って思うんですが、ますます地震とか津波とかということを考えますと、や

はり白田川の流域、当然しかも今までより高いものは望めないでしょうし、

この百山荘につきましてもその利活用について民間の企業等でそれなりのも

のを生み出してくれればいいですけれども、現状ではほぼその見込みは薄い

と、どなたもあそこの場所を購入しようなんて人はいないだろうなというふ

うには思うところで、非常に残念な状況だというふうに思います。 

  あと、それぞれ水道事業の皆さんの取り組みに対して非常に努力されてい

る点がよくわかります。ぜひ今後ともこの経営の改善に向けて努力をお願い

をしたいというふうに思います。 



  以上です。 

○２番（内山愼一君）  10ページのところに、３月に発生した第二中継所の改

良費についてどこに反映しているのか。貸借対照表のところにある。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  済みません。まず、２ページ目ですと、支

出項目の第１款資本的支出、第１項の建設改良費、こちらの決算額の中に含

まれております。 

  貸借対照表ですと、主に擁壁工事を行いましたので、５ページ目の１の固

定資産、有形固定資産の中の構築物、この中に擁壁という形で含まれており

ます。 

（「幾らかかったっけね、これ」の声あり） 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  トータルで、土地の購入費なんかもありま

して、測量代込みで約１億近くです。 

○委員長（栗田成一君）  職員のベースというか、そういう関係の中でちょっ

とお聞きしたいんだけれども、一般的なあれで職員を減らそう減らそうとい

うのが今の行政等のやっていることなんだけれども、そういう中で、ある水

道屋さんとちょっと話をしたときに、どうも余り水道課の職員を減らされる

と災害とかそういうときになるとどうも心配だよと、こういう話をしていま

した。私は五役会で町長と会うことがあったから、余り水道課の人数は手を

つけないほうがいいよとか心配して人がいるという話をしたんだけれども、

今の議員の中で、いざ災害になったときにそれぞれ一般町民に給水するんだ

けれども、そういうような支障はないということになっているわけだね、具

体的には。災害の規模によるだろうけれども、そういう範囲内で答えてもら

えれば結構でけれども。 

○水道課長（山口 誠君） 今災害等が発生した場合には、管工事組合、東伊

豆工事指定店というのがありますけれども、そこと協定を結んでおります。

そういう関係で、今特にうちのほう、そういうときに管理係の職員が出るわ

けなんですけれども、今３名しかおりませんので、全員がそれぞれのところ

に張りつくというは、まずは困難でございますので、そういう協定を結んだ

業者、できれば業者みずからが率先をして、どんどん被害調査から復旧から



やっていただければ本当にありがたいんですけれども、ある程度、指示的な

こともしないといけませんので、大規模な災害になったらちょっと厳しいか

なという状況でございます。 

  だからと言って職員を増やすと、先ほどから言っております経営的にはち

ょっと厳しいですので、職員を１人増やせば、またその分だけ赤字の方向に

行ってしまうということで、今の時点では本当にそういう状況ですので、職

員を増やしたいという面と、増やすとちょっと経営的にはちょっと無理があ

るかなという、その２つの両面があります。 

  以上でございます。 

○６番（藤井 明君）  前回、水道料金の値上げを、たしか 18.8％上げたと思

うのですが、５年ぐらいたちますかね。そうすると、それが歳入歳出といい

ますか、いわゆる水道会計にどんなふうに反映したのかしなかったのか、そ

ういう観点からはどうでしょうか。 

○水道課業務係長（木田尚宏君）  料金改定を行いました当初はかなり収益が

増えまして、 19年度には 6,000万円を超える当期純利益が発生しております。

それから毎年、右肩下がりに利益が減っておりまして、 23年度、震災の影響

で 1,770万の赤字、中損失に陥りました。そういう状況です。かなり総収益

としては、やはり 6,000万円ぐらい料金改定 18.8％やりまして増えておりま

す。 

○委員長（栗田成一君） ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君）  いずれにしても水道会計、実態に沿ってなくて運営

をしているんだから、素人がああとかこうとか厳しい質問はできない。 

  これをもちまして質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 



○委員長（栗田成一君） 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 62号 平成24年度東伊豆町水道事業会計決算認定について

を採決します。 

  本案は原案ど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（栗田成一君）  御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附帯決議を付

したいと思います。要望事項や希望意見はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） なしと認めます。 

  以上をもちまして本委員会に付託されました議案第 62号 平成 24年度東伊

豆町水道事業会計決算認定についてを終了いたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ３時４０分 
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                    平成２５年９月２６日（木）午前９時

４０分開会 

 

出席委員（５名） 

     ６番  藤 井 廣 明 君      ７番  栗 田 成 一 君 

    １０番  鈴 木   勉 君     １２番  居 山 信 子 君 

    １３番  定 居 利 子 君 

 

欠席委員（１名） 

     ２番  内 山 愼 一 君 

 

その他出席者（なし） 

 

当局出席者（なし） 

 

議会事務局 

書 記 鈴 木 文 昭 
君   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

開会 午前 ９時４０分 

 

○委員長（栗田成一君）  ただいまの出席委員は委員定数の半数に達しており

ます。よって、特別会計決算審査特別委員会は成立いたしましたので、開会

いたします。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事は、決算審査に伴う委員長報告書の検討についてを議題といた

します。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前 ９時４０分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○委員長（栗田成一君） 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。 

○１３番（定居利子君） 先ほど意見、前回の委員会では附帯決議で皆さん了

承していただいたんですけれども、この報告書では意見として載っています

けれども、これは議運でいろいろ検討しまして、次回からはどういう形にす

るかを決めさせていただきますので、今回は皆さん了承ですので附帯決議で

お願いしたいと思います。よろしいでしょうか、委員長。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） それでお願いいたします。 

  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。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（栗田成一君） 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（栗田成一君）  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。 

  大変御苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１１時２５分 

 
 


