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○議長（小林哲雄） 

 再開いたします。 

午後 １時３０分 

○議長（小林哲雄） 

引き続き、一般質問を行います。 

２番、高橋久志議員、どうぞ。 

○２番（高橋久志） 

２番議員、高橋久志です。 

１２月会議では、２項目の質問を予定しております。壇上のほうから、１項目につ

いて質問いたします。質問項目は、葬祭費・火葬料への支援策はの件でございます。 

小田原市斎場は、老朽化等のため、広域斎場として建設整備計画が出されておりま

す。これによると、平成２６年から２７年度はアドバイザリー業務委託、これは通称

民間委託、手法ＰＦＩ、ＢＴＯ、このように伺っているところでございます。平成２

７年度実施設計をし、平成２８年から２９年度、建設工事、平成３０年４月１日に新

斎場の供用開始を予定しているところでございます。施設規模は、火葬炉を現在６基

から９基等にすると、このように報告がなされているところでございます。民間が施

設等を整備した後に施設の所有権を公共に移転した上で民間が施設を運営する方式、

これがＰＦＩ、ＢＴＯになるわけでございます。今後は、小田原市への業務委託の内

容や火葬料金が今後の課題となるわけでございます。 

さて、現在の小田原市斎場の火葬料金は、小田原市民は０円です。南足柄市民の大

人は２万７，０００円となっております。迷惑料、その他も含まれて安くなっている

というふうに受けとめているところでございます。私たち市外の方、開成町民ほかの

大人は３万８，０００円になっております。開成町の葬祭費・火葬料への支援策と実

態を伺うものでございます。 

①として、国民健康保険の加入者に対して、平成２５年度は２７人に葬祭費として

１件７万円を支給しております。国保加入者以外の後期高齢者医療保険加入者等への

葬祭費、また火葬料の支援策をどのように考えているのか。②７５歳以上の後期高齢

者被保険者数は平成２５年度１，５６３人、町のお知らせ版で私の調査結果の推定数

は６８人がご逝去をなされております。そこで、全町民のご逝去推移の実態等につい

ても伺うものでございます。 

なお、広域連合の後期高齢者医療制度では、葬祭費５万円を支給しているところで

ございます。町独自の施策を導入して、国保と同額にするよう検討をお願いしたいと

ころでございます。中井町の例、あるいは大井町の例を含めてお話をさせていただき

たいと思いますが、中井町では町民全員に火葬料３万２，０００円、国保加入者は５

万円の支給をしております。広域連合は、同じく５万円になっているところでござい

ます。大井町は、町民全員に火葬料３万８，０００円、国保加入者は５万円を支給し、

後期高齢者の医療関係では５万円の支給になるわけでございます。そこで、開成町人

員の全員のご逝去された皆さん方に支援策を検討していただきたい。これは、要望す
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るところでございます。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

それでは、高橋議員のご質問にお答えします。 

最初に、小田原市の新斎場の建設に向けてお話がありましたが、経過を含め現状に

ついて、簡単に先に報告をさせていただきます。 

平成１８年度に、小田原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町、そして

箱根町の２市５町で県西地域広域斎場建設協議会を立ち上げ、新斎場建設について検

討を進めてきました。平成２４年度には、小田原市が事業主体となり、新斎場を現斎

場敷地内で建てかえることに決定をし、平成２５年度から協議会名称を小田原市斎場

事務広域化協議会へ変更し、引き続き２市５町が連携して取り組んでおります。  

今年の２月に公表しているところでは、火葬炉の数は９基、事業手法は設計、建設、

維持管理、運営の全部または一部を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して

行うＰＦＩ事業とすること、スケジュールは平成２８、２９年度に建設を行い、平成

３０年４月１日に供用開始予定をしているところであります。ただし、この公表以降、

東京オリンピック開催などの決定影響により、建設資材の高騰や労働力不足等が懸念

される社会情勢となっておりますので、協議会で再度、事業内容の精査を進めている

ところであります。 

それでは、最初のご質問、国保加入者以外の後期高齢者医療保険加入者等について

お答えをいたします。 

最初に、国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者に対する葬祭を行う方への

補助、葬祭費の補助についてであります。開成町の国民健康保険では、開成町国民健

康保険条例の第８条に葬祭費を規定し、被保険者が死亡したときに、その者の葬祭を

行う者に対し葬祭費として７万円を支給することになっております。葬祭を行う者に

ついては、会葬礼状などで確認をしております。国保の葬祭費の実績としては、平成

２３年度は３５件で２４５万円、平成２４年度は２０件で１４０万円、平成２５年度

は２７件で１８９万円の決算額となっております。 

国の法律である健康保険法及び同法施行令により、埋葬料は１件につき５万円と規

定がされております。これを受けまして、県内市町村国保の多くは葬祭費を５万円と

しており、５万円以外の市町村は、開成町の７万円と二宮町の４万円の２町のみ異な

る金額を設定しております。開成町では、独自で５万円に２万円プラスして７万円を

支給し、継続をしております。しかし、今後、国保の広域化の際には見直しが必要だ

と考えております。 

後期高齢者医療保険制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律第４７条に

後期高齢者医療は高齢者の疾病、負傷または死亡に関して必要な給付を行うものとす

ると規定しており、その給付の種類は同法第５６条に示されております。同条第３項
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の給付は広域連合の条例で定めることとされており、神奈川県後期高齢者医療広域連

合後期高齢者医療に関する条例第２条に葬祭費として５万円を支給するものと定め

られていて、神奈川県内同一の５万円となっております。 

開成町後期高齢者医療保険制度の給付実績は、平成２３年度は８７件で４３５万円、

平成２４年度は７２件で３６０万円、平成２５年度は９０件で４５０万円となってお

ります。開成町では、国民健康保険と後期高齢者医療保険制度の被保険者の方につい

ては、それぞれの制度の中で葬祭費を支給しております。先ほど述べたとおり、健康

保険法により埋葬料が規定されておりますので、他の社会保険などについても、それ

ぞれ医療保険の異なる制度の中で埋葬料が支給をされております。  

次に、二つ目の全町民のご逝去数の数と開成町全員のご逝去の方の支援策を要望す

るについて、お答えをいたします。 

全町民のご逝去数の実態はについてですが、開成町のご逝去数は、平成２５年度１

年間で１４６人となっております。開成町全員のご逝去の方に支援策をについてであ

りますが、昭和２３年法律第４８号で同年６月に施行された墓地埋葬等に関する法律

では、墓地、納骨堂または火葬場の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、か

つ公衆衛生、その他、公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とすると規

定をされております。 

火葬料を補助している自治体の規定は、箱根町の規則では、住民が死亡した場合、

火葬を奨励する目的をもって補助金を交付すると定めております。この規則が適用さ

れた昭和４３年当時は、まだ土葬が数多くあり、公衆衛生管理上、火葬を奨励するた

めに補助金を交付してきたと考えられます。 

一方、各健康保険の制度では、火葬料を含む埋葬料が支給されております。それぞ

れの健康保険組合等の埋葬料の請求に係る添付資料を見ますと、埋・火葬許可証の写

しを求めているところが多く、これは火葬料が埋葬料の一部として支給されていると

見ることができるのではないかと思います。全町民がいずれかの健康保険制度に加入

していることを踏まえると、町内でご逝去の方全員への支援策はおのおのの保険制度

の中で実施されているものと考えておりますので、現在は町独自で町民全員の方に支

援策を実施していく考えはありません。 

以上であります。 

○議長（小林哲雄） 

高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

私の質問の主な点は、国保加入者と後期高齢者医療保険制度加入者で葬祭費の支給

に格差があるということがございます。これについては、やはり解消しなくてはいけ

ない大きな課題だというふうに認識をしているところでございます。先ほど壇上でも

お話しさせていただきましたけれども、中井町については火葬料補助条例、そして大

井町は火葬料に対する補助金交付規則があります。私は、これらを参考にして、火葬

料は町民全員のご逝去の方に支給するのがベターではないかと考えております。ある
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いは補助にする方法にしたらいかがなものか、伺うものでございます。  

私の提案は、町民全員に火葬料を３万８，０００円とし、国保の葬祭費７万円を５

万円に、そして後期高齢者医療制度は葬祭費は５万円と、こういう形のほうが、これ

らの解決に前進ができるということで提言するものでございます。この辺の考え方、

所見をお伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

保健福祉部長。 

○保健福祉部長（草柳嘉孝） 

ただいまのお尋ねでありますけれども、国民健康保険につきましては、制度的に３

３市町村の中で開成町だけが一応７万円という２万円を上乗せしてお支払いをして

いるというところでございます。そのほかの社会保険については、おのおのの制度の

中で実際はやっているということでございます。後期高齢者医療制度につきましては、

横浜から清川村まで、神奈川県下全市町村、３３市町村一体の中の制度で行っていま

すので、５万円というところになっているのが現実でございます。そこで２万円上げ

るとか、そういう話になりますと、やはり後期高齢者の保険料等に影響しますので、

広域連合等の考えにつきましては、健康保険上の定めで５万円というくくりの中があ

る以上、そこに倣って支給するのが常であるという考えが一つあります。開成町につ

いては、過去、どうしても国民健康保険の方ですと所得の低い方等ございますので、

２万円上乗せした中でというところで現在まで来ているという状況でございます。  

ただ、葬祭費の制度の中を見ますと、やはり火葬料と葬儀・葬祭を営むものという

のは考え方として違って、今、議員のおっしゃられたところについては、小田原の斎

場使用料というところが３万８，５００円でございますので、その辺の補助をどうか

というところだと思うのですが、葬祭料についての支給については、先ほど町長答弁

の中で申しましたように、おのおのの保険制度の中のくくりで、もう制度ができ上が

っています。 

実際、健康保険組合とかを見てみますと、火葬料５万円プラス付加給付というのが

ございます。そこの内容を見ますと、さらに５万円とかというところがかなりありま

すので、やはり、そこはばらばらで、５万円でなくて実際的には１０万円出している

ところもあるわけでございます。そういったところを考えますと、開成町の中ですと

社会保険の方も健康保険の方も多くおられるわけですから、そういった中で出してい

くというのはいかがなものかとも思います。 

先ほどの答弁の中でありました、補助の今までの形式が、昭和４３年当時は土葬が

多かったですから、そういった公衆衛生上のものというところでの制度設計という形

になっていますので、そういったところでは、時代が変わってきていますけれども、

福利厚生上、出していくというところを考えましても、やはり公平上を考えたときに

はいかがなものかというところが私どもの考えでございます。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 
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高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

今、部長から回答をいただきましたけれども、社会保険あるいは健康保険組合、こ

れは法律に基づいて国保と同じような形で５万円の支給をされているというのは私

も理解をしているところです。私の提案は、国民健康保険に加入されている方が、葬

祭料込みだと思いますけれども、ほかの市町村では５万円の支給を２万円上積みをし

ていると。これは火葬料、葬祭費用込みだという理解をしております。ところが、神

奈川県全体の広域連合では、神奈川県全部が葬祭費として５万円支給している。私の

提案は、町独自の施策を後期高齢者に上乗せをできないのかという考えでございます。

ご家族の方、身内の方がお亡くなりになったときに、特に、高齢者の方は開成町にも

さまざまな形で貢献をいただいている、こういった方に葬祭費を出していくというの

が一番いいのかなというふうに実は考えております。 

もう一つの提案を私のほうで言っているのは、全てのいわゆる国民健康、社会保険

とかいろいろ加入者、あるいは国保、広域連合を含めて、全町民に火葬料と、それか

ら葬祭費を別々な形で検討願えないのかどうか。こういった検討が町として協議され

たことがあるかどうか。私の提案は、全ての町民の方でおられる方には一律に、小田

原市の斎場では開成町については３万８，０００円ですから、３万８，０００円を基

軸にした形での全町民に、お亡くなりになられた方に全ての方に支給すると。葬祭費

については、国民健康保険については７万円のところを５万円、それにプラス火葬料

３万８，０００円ですから今以上に上乗せも可能であるという立場の提案をしている

のですけれども、その辺のところで再度検討できないかどうか、お答えを願いたいと

思います。 

○議長（小林哲雄） 

保健福祉部長。 

○保健福祉部長（草柳嘉孝） 

これもお答えは同じになってしまいますけれども、火葬料を含めて葬祭料というの

はおのおのの社会保険制度の中ででき上がっておりますので、出し方も、開成町の町

民の方にとっても、おのおの加入している制度の中で実質的にはやっていただく、そ

ういったところが基本であると考えています。それで、小田原の斎場使用料につきま

しては、制度のでき方が、箱根を見ましても土葬でなくて火葬へのいざないといいま

すか、そういうところを奨励してというところででき上がってきていますので、さら

に、そういうところでまた出すというのはいかがなものかというのが基本的な考えで

あります。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

大井町の火葬場に対する補助金交付規則をちょっと参考に読ませていただきます
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けれども、この規則は本町内に居住し住民基本台帳に記載されている者が死亡等云々

と書いてあります。親族または介護者だった者に火葬料の補助をすると、この目的は

公衆衛生の向上を図る目的と、こういう形で規則ではなっております。これに伴って

さまざまな交付の申請とか、いろいろあるわけですけれども、それは省略させていた

だきたいと思うのですが、もう一方、中井町の火葬料補助条例を紹介いたします。目

的、この条例は中井町に居住し、住民基本台帳に基づき登録されている住民が死亡し

たとき火葬料を補助し、住民福祉の向上に寄与することを目的とするということで、

火葬料の目的というものをきちんと明確にしながら全町民に支給している。火葬料の

関係については、こういった制度あるいは条例、要綱というものを位置付けることが

大切ではないかと。 

開成町の場合については、いわゆる火葬料と葬祭費を込みですけれども、その辺は、

ほかの先進的な自治体があるかと思うのですけれども、この辺を十分参考にされて今

後検討されてはどうかと思います。先ほど町長のほうから、広域斎場計画のお話がご

ざいました。そのときに火葬料がどう変わるかについては今後の課題だと思うのです

けれども、それを睨みながら、やはり条例あるいは規則等できちんと位置付けをして

全町民に支給する、あるいは補助すると、こういう仕組みを提案したいのですけれど

も、この件についての所見を聞かせてください。 

○議長（小林哲雄） 

保健福祉部長。 

○保健福祉部長（草柳嘉孝） 

これにつきましても、また同じような答弁になってしまうかもしれません。基本的

には、火葬料を含めて、各保健制度が今、国民皆保険でございますので、何らかのと

ころに加入しているわけでございます。そういった中で、火葬料を含めた中で、葬祭

を営んだときについて出していこうという制度が確立しておりますので、さらに、そ

れを町単独で出すというところはやはりいかがなものかというところでのご回答と

させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

環境防災課長。 

○環境防災課長（秋谷 勉） 

それでは、ただいまのご質問の前段の部分、広域での取り組みの小田原市斎場の新

斎場となった場合の取り扱いについて、私のほうからご説明をさせていただきたいと

思います。 

現在、小田原市の新斎場の供用開始後は、協議会の構成市町は、消防事務と同様、

火葬事務についても小田原市に事務委託をするという予定になってございます。この

事務委託になりますと、地方自治法第２５２条の１６の規定により受託団体、この場

合、小田原市ですけれども、こちらの条例や規則などの規定が委託団体にも全て適用

されるということになりますので、小田原市の条例で定める小田原市民と同等の金額
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が開成町民にも適用されるということになる予定でございます。 

今現在の使用料は、小田原市市内居住者は無料と小田原市の斎場の条例になってお

りますが、新斎場の使用料については、今後、さまざまな協議会の中を含めて、小田

原市内部でも、もちろんあると思いますが、さまざまな検討がなされ決定されていく

ものということになると考えております。ポイントは、２市５町が同じ金額になると、

条例で定められた同じ金額になると、新斎場の供用開始後はなる予定であるというこ

とでございます。 

○議長（小林哲雄） 

高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

今の答弁をいただきまして、今後のやり方等については、今後、詰めた話が行われ

るということで理解をいたしました。 

さて、関連的な前段の質問とタイアップするような形になりますけれども、質問さ

せていただきたいと思います。広域斎場にＰＦＩ方式、ＢＴＯを採用するということ

が伝えられております。本当にＰＦＩ方式というものは全国でもいろいろな関係でや

っておりますけれども、下降ぎみではないかなと私なんかは受けとめるところがござ

いまして心配する点がございます。そこで、このＢＴＯを採用することによって、関

係する市町村が、あるいは町民の方が、どのようなメリットを生じた形で、協議会で

論議をされたのか、参考までに聞かせてもらえればありがたい。 

○議長（小林哲雄） 

環境防災課長。 

○環境防災課長（秋谷 勉） 

なかなか私からお答えするというのが心苦しいところもあるのですが、町長の先ほ

どの報告にもありましたとおり、２月に公表した資料の中では、検討の結果、目標と

している平成３０年度当初からの供用開始や財政負担の平準化が可能となるととも

に、事業の安定性や継続性、事業者選定における透明性や公平性の向上、そして利用

者サービスの向上などが見込めることから、最適な事業手法としてＰＦＩ、ＢＴＯを

選定しましたとあります。 

もう少し説明をいたしますと、従来の方法ですと、基本設計、実施設計、建設、管

理・運営で、それぞれ入札等を行ったりということで業者を選定しなければならない

など、かなりの期間を要するということになります。それがＰＦＩ手法で設計、建設、

管理・運営を一括で発注をするということになりますので、かなり期間としての短縮

が見込めるということで、平成３０年４月の供用開始に間に合うというところが一つ。 

それから、一括で発注することによりまして、実際に管理・運営をする側のほうか

ら、設計や建設の段階で管理・運営をする現場の者の意見等も取り入れることができ

るという可能性もございます。これによって、利用者サービスの部分を含めて、より

よい施設が建設できるという見込みがあること。また、ＰＦＩ法に規定する手続を経

て業者選定を行うため、透明性がより高まることです。それから、最後には、設計、
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建設を含めて、全ての費用をサービス購入費として後年度で分割して支払うというこ

とになりますので、財政負担が平準化できること、この辺を総合的に勘案しまして、

ＰＦＩ手法に決定されたということで聞いております。 

以上でございます。 

○議長（小林哲雄） 

高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

細かいことで確認を含めて質問させていただきますけれども、後期高齢者医療制度

の給付実績で答弁をいただきました。平成２５年度は９０件で４５０万。私、お知ら

せ版を２５年度、めくりまして数字を出しました。その結果、報告してあるとおり６

８人。やはり、これには町のお知らせ版に載せたくないと、本人とご家族の意向があ

って、そうなっているのかなという感じを受けております。それは仕方のないことか

なというふうに思っておりますけれども、お知らせ版に載っていない方も含めて、き

ちんとした形で広域連合のほうに申請がされて支給されていると、そうだと思うので

すけれども、それはそのとおりになっているのか、確認だけお願いしたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

保険健康課長。 

○保険健康課長（田辺弘子） 

では、お答えします。 

後期高齢者医療保険の給付実績は２５年度９０件ということで、お亡くなりになる

と資格が喪失されるということですので、この９０件は亡くなられた方全員、２５年

度の実績としては９０件ということになっております。 

○議長（小林哲雄） 

高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

それでは、２項目に移らせていただきたいと思います。２項目目の質問は、住んで

よかったと言える町の対応策ということで、私のほうから３項目について質問させて

いただきます。 

日本共産党が実施した町民アンケートに、この段階で１１８名の方から回答がござ

いました。回答結果、これは中間集計になっておりますけれども、今現在は１２９通

の方から回答を寄せられております。この回答の中で、暮らし向きが苦しくなった方

が６２．７％を占めていると、今の経済状況を踏まえて、こういう実態が明らかにな

ったというふうに認識をしているところでございます。そういったことを踏まえまし

て、父母負担の医療費の軽減等も絡むわけですけれども、１番目として小児医療費助

成制度（通院）の拡充に来年度の予算化の件で質問いたします。 

小児医療費助成制度の拡充の質問に対しての回答は、現状でよいが２０．３％、小

学校卒業まで３７．３％、中学校卒業まで２８．０、その他、無回答を含めて１４．

４％という町民アンケートの集約がされたところでございます。ここで注目される点
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は、小学校、中学校卒業までの拡充の合計数のパーセントは６５．３％、１２９通と

先ほどお話ししましたけれども、この集約でも６５％になっているところでございま

す。 

そこで、私の提案は、まずは小学校卒業までの拡充に所得制限なしで取り組むべき

課題だということを提唱するものでございます。今日の本日の同僚議員の答弁がござ

いますけれども、私としては、来年度の予算にこれができないのかどうか。周知期間

とか、あるいは電算機の関係等がございましたけれども、できるだけ早く小学校卒業

までやるというふうに町の答弁があるわけですから、これを早目にお願いできること

が可能かどうかの点でございます。 

２点目は、後期高齢者医療事業に町独自の人間ドックの助成はの件でございます。

国民健康保険では、２５年度に１５７人に１人２万円の人間ドックの費用の助成をし

ているところでございます。しかしながら、７５歳以上の後期高齢者には助成がされ

ておりません。健康維持を含めて、人間ドックの希望者に助成できないのかが２点目

の件でございます。 

３点目は、今後の富士山噴火防災訓練の実施と防災常備品への対応の件でございま

す。１０月１９日に静岡、山梨、神奈川、３県合同の富士山噴火防災訓練が行われま

した。開成町におかれましても、河原町、上島自治会から各１５名が参加してという

ふうに聞いているところでございます。そこで、今後、富士山噴火の防災訓練をどの

ように実施していくのか、また降灰がいろいろ、要するに噴火に伴う降灰ですね、こ

れが大きな障害になるという報道がされているわけで、防災ヘルメットは必需品、そ

してマスク等についても必需品になるというふうに言われているところでございま

す。これらの支援策と、これに対する町のＰＲ活動について、お伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

それでは、高橋議員の質問にお答えします。 

一つ目の小児医療費助成制度は、午前中にお話ししましたとおり、２７年度で小学

校６年生まで無料化ということの方針を決定しました。ただし、高橋議員は所得制限

なしでという提案ではありますが、町としては、３歳までは所得制限なし、それ以外

は６年生まで所得制限をかけた中で実施をしていきたいと考えております。  

二つ目の後期高齢者の町独自の人間ドック助成について。ここにかかわってくるの

ですけれども、所得制限をつけたための予算が後期高齢者に回していきたいなと。単

に小児医療費だけの、少子高齢化の部分の子育てだけではなくて、高齢者に対しても

同じようなバランスのとれた支援をしていきたいと思いますので、そこは所得制限を

つけた中で、その部分においては２番目の回答の中でさせていただきたいと思います

けれども。 

開成町で現在、国民健康保険の３５歳以上の被保険者に対して、１人当たり２万円

の人間ドックの助成を実施しております。開成町国民健康保険条例第９条及び第１０
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条の規定により、被保険者の疾病予防と健康の保持・増進を図るため、人間ドックの

費用の一部助成を要綱で定めております。 

国保の人間ドックの助成実績としては、平成２４年は１５２人、平成２５年は１５

７人に実施をしております。年齢別に見ると、今年度実績で６５歳から６９歳までの

方が一番多く３２．５％、次いで７０から７４歳までの方が２８．６％、６０から６

４歳までの方が２７．８％の順となっております。日本人間ドック学会の２０１２年

報告において、全国で人間ドックの受診者は３１６万人で、４０歳代と５０歳代の受

診が３２％、６０歳以上が２３％、７２万人となっております。そのうち人間ドック

でがんを発見された方は８，４００人で、胃がんが一番多く２，３００人、次いで大

腸がんが１，４００人となっております。６０歳以上の男性では、前立腺がんの発見

率も高くなっております。 

人間ドックの効果としては、がんなど日ごろ気づかずにいる異常の早期発見と早期

治療のために実施をし、現在の健康度の正しい医学的評価と健康増進、健康管理のた

めの生活習慣改善指導を行うことができます。高血圧や糖尿病などは、適切な生活習

慣を身につけることで発病や症状の進行を防ぎ、生活指導を行うこともできます。以

上のことから、疾病予防と健康の保持・増進を図るため、また医療費削減のため、開

成町として７５歳以上の人間ドックの助成費用について、平成２７年度から考えてい

きたいと思います。この財源は、先ほどの小児医療費の所得制限ありの部分において

のお金を使っていきたいと考えております。 

現在、７５歳以上の人間ドックの費用助成を実施している自治体は、秦野市、厚木

市、大和市、伊勢原市、南足柄市、中井町の６自治体であります。  

続いて、３番目のご質問にお答えをいたします。平成２１年の山梨、静岡、神奈川

県３県のサミットにおいて富士山火山防災対策に関する協定を締結しており、平成２

３年の３県サミットにおいて、平成２６年度までに富士山火山合同訓練を実施するこ

とで合意をいたしました。今年度、初めて富士山火山３県合同防災訓練が実施をされ、

神奈川県内では、県内でも最も被害が出ることが想定されているこの地域、足柄上地

域が会場となりました。今後の富士山火山の関係の防災訓練の開催については、３県

などで組織する富士山火山防災対策協議会で検討されることになっており、開成町と

しても積極的に参加をしていきたいと考えております。 

ヘルメット、マスクの備蓄については、公助には限界というものがありますので、

基本的には自助、そして共助の部分で備えるよう広報等を通じてＰＲを行っていきた

いと考えております。足柄地域の行政の防災担当は、警察、保健福祉事務所、温泉地

学研究所、横浜気象台等を交えて定期的に連絡会を開催して情報交換をしております

ので、必要に応じて、それらの情報提供も行っていきたいと考えております。  

以上であります。 

○議長（小林哲雄） 

高橋議員。 

○２番（高橋久志） 
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県内３３自治体の中で、中学校卒業まで小児医療費助成制度を実施しているのは厚

木市、海老名市、箱根町、山北、中井町、松田町、真鶴町、清川村、愛川町、これは

今後やるという話になっておりますけれども、九つの自治体、２市６町１村だという

ふうに私のほうで把握をしているところでございます。 

さて、県内３３自治体の中で、所得制限なしは１５自治体となっているのが実情で

ございます。足柄上郡の状況でございますけれども、中井町、大井町、松田町、山北

町が所得制限なしというふうに私のところでは把握しているところでございます。こ

れは、やはり所得制限をかけるものではないと。福祉関係とか子育て関係については、

誰もが所得制限なしでできる仕組みをつくることが本当に大事だというふうに思っ

ております。この辺の考え方、上郡の状況等も含めていろいろ検討されたと思うので

すけれども、もう一度、この辺の考え方について、なぜ所得制限を入れざるを得ない

のか、明らかにしていただきたいのが１点でございます。 

それから、２点目は、私も小児医療費助成制度の拡充について、いろいろな角度か

ら論議をしてまいりました。当初は、これは国や県がやることであって、開成町にと

ってはなじまない、あるいはペナルティー関係が国から言われている、こういう形で

否定的な答弁がずっと続いておりました。私たちも含めて、いろいろな角度から町民

の要望が非常に強いという形で提案したのですけれども、無視された結果になってい

る。この段階において、これに踏み切ったことについては理解を私はしているところ

ですが、急激に小学校６年生まで、小学校卒業まで拡充と、何か変な意図があるので

はないかなという、疑いたくはございませんけれども、そんな気持ちも抱いていると

ころでございます。先ほど言いました所得制限の捉え方の問題、あるいは今回提案さ

れている中身について、今までの論戦を踏まえて、変更が大幅に変わっているという

関係を含めて、所見をいただければありがたい。 

○議長（小林哲雄） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

先ほども午前中にお話ししましたけれども、ここに来てなぜということの二つのお

話をさせていただきましたけれども、一つは財源的なめどがついたと。それは、南部

地区の区画整理事業が完成を間近に控え確定をしつつありますので、その固定資産税

の財源が確保できると。その一部を使って、やると。もう一つは、南部地区に、でき

るだけ早く若い世代の人たちに移り住んでもらうための子育て支援の一つとして、こ

の小児医療費助成は大事なものであると。この２点において、今回、来年度からやり

たいと。 

所得制限をつけるというのは、つけざるを得ないという言い方がちょっと私は違う

と思いますけれども、そうではなくて、本来、医療費を無料化することによって国全

体の医療費は上がっていくという。我々が無料化することによって、どんどん医療費

が上がっていくという、一方で、そういう問題も実は抱えているのではないかと。そ

ういう中で、やはり何でも無料ではなくて、一部、それなりの負担をしていただくと
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いうのは大変重要なことだと思います。特に、３歳までは子どもの医療費がかかると

いう実態がありますので、ここまでにおいては所得制限なしでやっていくと。それ以

降、やはり子どもたちが大きくなってくると、医療にかかる件数が減り医療費も少な

くなっている実態もあります。そういった中で、この部分においては、ある意味、所

得制限をかけながら、その中で子育て支援をやっていくと。 

できるだけ、ばらまきというふうな形にとらわれないための、今回、方向転換の中

で、所得制限をつけながら財源確保ができたということの中でやっていくということ

で、別に何も裏があるわけでもないし。皆さん方から今までさんざん言われてきた中

で、やったら何か変な誤解をされるというのは大変あれなのですけれども、そういう

意味で。特に、開成町は、まだまだこれから人口が伸びて、子どもたちの元気な声が

聞こえる町にしていきたいという中の、その一環もありますので、そういう意味で来

年度予算の中につけていくと。また、その中で議論があれば、３月の中でさせていた

だきたいなと思います。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

保健福祉部長。 

○保健福祉部長（草柳嘉孝） 

医療制度の中の一部負担金についての考えですけれども、こちらについては同じよ

うな質問が、たしか平成２４年の衆議院の本会議の中でも議論になっていまして、結

局、医療にかかる、かからないについては、かかるというところで、かからない方と

の平等性とか公平性の担保で、そこは必要ですということで国のほうも見解を述べて

いますので、一応、参考までお話しさせていただきました。 

○議長（小林哲雄） 

高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

所得制限の導入、これは先ほど言ったように上郡、開成町が４町では、なしをとら

れていると。こういったことを踏まえて、十分、調査・研究をして、所得制限なしの

方向で今後、検討してもらえればなと、これは強く要望しておきたいところでござい

ます。 

そこで、平成２５年度、所得制限をした対象者数、たしか私の記憶では２５人の方

が所得制限なのかどうか、うろ覚えでしかございませんけれども、数値的にはどうだ

ったのか。あるいは所得制限の金額、改めてご提示していただければありがたい、こ

のように思っております。 

○議長（小林哲雄） 

福祉課長。 

○福祉課長（遠藤伸一） 

議員の質問にお答えいたします。 

２５年度の、今、大変申しわけないのですけれども、２５年当初のときは２４名と
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いうようなデータで、もしかしたら申し上げたのかもしれませんが、２５年度の末の

数字としては３３名が３歳未満で所得オーバーの方で対象にした方というふうにな

っております。 

それで、所得金額の制限ですけれども、児童手当の所得額と合わせてございます。

実際の数字については、今、手元にございませんが、児童手当の制限額で対応してご

ざいます。 

○議長（小林哲雄） 

高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

いずれにいたしましても、この辺は再検討する余地があるというふうに申し上げて

おきたいと思います。 

それから、小児医療費の拡充の関係で申し上げるならば、小学校卒業まで、いわゆ

る６年生まで拡充すると１，８００万円の町独自の一般会計からの支出になると、こ

れは理解をするところでございます。年齢が上がれば上がるほど、金額的には少なく

なるというふうに実は感じているところがございます。 

先ほど、ちょっとお話しさせていただきましたけれども、町民の要望を的確に私は

把握したいということで、開成町民の方に３，０００枚、実は配付をして回収したと

ころでもございます。そこで、今現在は１２９名というふうにお話しさせていただき

ましたけれども、小学校卒業まで、小学校６年生までと、それから中学校卒業までを

合わせますと６５％を占めていると。私が驚いているのが、中学校卒業までの答えが

２８％ぐらいになっているわけです。そうしますと、今後は、山北、松田、中井町と

同様に中学校卒業までの大きな課題に向けて、ぜひとも前進を図ってもらえればなと。

金額的には、さほどかからないのではないかと思いますけれども、これらの制度設計

というものは検討されておられるのかどうか、教えていただきたい。 

○議長（小林哲雄） 

福祉課長。 

○福祉課長（遠藤伸一） 

今のご質問は、町民要望としては、さらにという部分が２８％ほどあるというよう

なことでの質問だと思いますけれども、町の考え方につきましては、確かに子ども世

代、医療費がかかる世代があります。また、実は、全体的なときに、厚労省の各年齢

５歳区分の医療費のかかり方みたいな部分でいきますと、高校生あたりが非常に医療

費というのは人生の中で一番少ないと。それが、逆に、高齢者の６５歳と就学前あた

りだと大体リンクしているというような全体的な医療費の負担感、そういうところと

見合わせて、また、今回は子育ての事業の充実というようなことで、ぎりぎりの中で

の小学生までということで言っておりますので、議員ご指摘のとおり、中学生の要望

が多い、あるいは中学生になると医療費がまた少しかからなくなるというような状況

は承知はしてございますけれども、今の中では、ここの時点においては小学生までと

いうような形での考え方でございます。 
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○議長（小林哲雄） 

保健福祉部長。 

○保健福祉部長（草柳嘉孝） 

その一方、今の小児医療の論議は、お医者さんにかかった場合の２割とか３割の自

己負担の論議でございますから、今までの医療制度の流れを見ますと、たしか、前は

３割、全て、これが平成１４年の医療制度改革のときに２歳児までは２割ということ

で。平成２０年のやはり大きな医療制度改革のときには、小学校就学前まで国の制度

の中で２割という引き下げを行っているわけでございますから、その辺を、ぜひ。毎

回、ここで要望しているわけでございますけれども、小学校６年まで２割にできない

のかとか、逆に１割にできないのかとか、保険制度の中でもぜひ要望していきたいと

考えております。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

残された時間で２項目、質問させていただきたいと思います。 

７５歳以上の方にも人間ドックの費用助成、国保並みに２万円と、これについては

非常に評価を私はしているところでございます。人間ドック、この２万円が本当に妥

当なのかどうか。ほかの町村から見れば、開成町は独自の施策として打ち出されてい

るということについては受けとめておりますけれども、この際、増額的なものは検討

されなかったのかどうか、お答え願えればありがたい。 

それから、２点目は、富士山噴火に伴う降灰は、開成町では、いろいろな報道をさ

れておりますけれども、約３０ミリ、あるいは２０ミリとかいろいろ言われておりま

す。その辺は、もし行政のほうで、宝永噴火並みであれば３０という話も聞いている

ところでございますけれども、今やっている防災訓練は、どの程度の降灰の形として

されているのか、開成町はどんな形を捉えているのか、お聞かせ願いたい。 

それと、あわせて、災害から児童あるいは町民を守ると、こういった関係では、ヘ

ルメットは必需品だということを先ほども申し上げました。先進的な自治体において

は、全町民にヘルメットを支給している、あるいは一部助成をしているという自治体

もありますので、この辺は調査・研究をして、今後の課題としてぜひ前向きに進めて

いただければなと思っております。マスクについては、それは自助の関係でやらざる

を得ないのかなと思っておりますけれども、この２点について質問いたしましたけれ

ども、回答をいただければありがたい。 

○議長（小林哲雄） 

保健福祉部長。 

○保健福祉部長（草柳嘉孝） 

最初の後期高齢者医療制度の人間ドックの助成ということでございますが、端的に

申しまして国民健康保険も２万円という形の中で上限をやっています。それにあわせ
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る形で２万円ということでございます。これは、後期高齢者医療制度は神奈川県下全

体の制度でございますから、開成町独自のという中での財源の持ち出しという形にな

ろうかと思います。それにつきましては、後期高齢者医療制度の中には長寿健康増進

事業とか補助メニューがございますので、できれば、そういったところも活用しなが

らやっていければいいのかなと考えております。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（遠藤孝一） 

では、富士山の関係についてお答えさせていただきます。 

実際、議員ご指摘のとおり、問題は、かなり降灰についてということが問題になっ

ています。想定は、おっしゃられるとおり宝永噴火をモデルとした訓練を実施してい

るところで、開成町についての降灰の積もる想定は３０センチから５０センチという

状況でございます。 

それと、あとヘルメットについてなのですけれども、現時点では自助、共助の中で

自分なりに用意をしていただきたいというようなところです。先週なのですけれども、

具体的に、この３県の合同訓練というのは主に避難訓練が対象で、降灰について、い

わゆるスコリアの問題が出てきますので、これについては神奈川県あるいは県警、あ

とは温泉地学研究所等々が一緒になって、まず道路の緊急輸送路の確保ですとか、そ

の辺のことをワーキンググループを含めて３月までにめどを立てたいということで、

県と相談していきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

高橋議員。 

○２番（高橋久志） 

これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 

 


