
 ７番、掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   今議会の一般質問に対しまして、私は３点の質問を通告し

ております。 

 １点目は、第３期介護保険事業計画について、２点目は、就学援助制度について、３点

目は、幼保総合施設と給食問題についてでございます。 

 まず１点目の第３期介護保険事業計画について、生活福祉部長にお尋ねをいたしま

す。 

 昨年１０月の介護保険の見直しで、通所サービスの食費や、特養、老健施設に入所して

いる方の居住費、食費が全額自己負担となりました。住民税課税世帯では、月に３万円

から４万円、場合によっては月に５万円以上も負担がふえたり、非課税世帯で年金収入

が年に１００万円ほどしかないのに、月に９万円もの支払いを求められるという、支払い能

力の限界を超える事態も起き、全国の入所施設では、やむなく退所する人さえ出ていま

す。 

さらに今度は、軽度の人を介護サービスから排除する一方、介護保険料を東員町では、

平均して４２．９％値上げをする条例案と予算案が、この３月定例会に提案されています。

町議会が可決をすれば、４月から実施されることになります。実施が迫るにつれて、まさ

に大改悪と呼ぶにふさわしい制度改編であることが明らかになっています。 

そもそもは、介護保険法の改悪案を、自民・公明・民主党が賛成して、国会で可決した

ことから起こっております。しかし、介護保険事業は、住民の最も身近にある市町村が実

施主体、保険者となり、市町村の判断と責任において行う自治事務であります。国から受

託されて、その指示どおりに行わなければならない法定受託事務ではありません。自治

体は住民の中に入り、今何が起きているのか、住民が何に困っているのかを的確につか

み、財政の許す限り、町としての主体性を発揮して、制度の改善と住民負担の軽減に努

めるべきではないでしょうか。 

 そこで、介護保険大改悪から町民生活を守るために、次の５つの改善努力を町に要求

するものです。これらに対しての見解を求めます。 

 １つ目は、介護保険料の大幅な値上げを、一般会計から繰り入れすることで上げ幅の

圧縮を図ってほしいということです。今回の保険料の値上げは、高齢者の公的年金と公

助の縮小や、所得が１２５万円以下の非課税措置廃止という税制改定時期と重なりました。

税制の改定によって、これまで住民税が非課税だった人が、年金がふえたわけでもない



のに、住民税課税世帯や課税者に移り、所得税・住民税の増税、介護保険料段階の上昇、

さらに保険料自体のアップ、さまざまなサービスでの自己負担増という三重苦、四重苦に

さらされることになります。 

 東員町でこの影響を受けるのは、計画案によれば約８００人、高齢者の１８．５％にも及

んでいます。激変緩和の期間が設けられるとしても、これらの人にとっては、最終的に保

険料の値上げ幅は１８０％とか２００％とか２４０％にもなってしまい、夫婦世帯では、保険

料値上げだけで、年間５万円の負担増になるケースも出てまいります。上げ幅の圧縮の

ために、ぜひ一般会計からの繰り入れを行うべきです。 

 ２つ目に、負担が限界に達している低所得者に対して、利用料の減免制度や通所サー

ビスの食費負担の助成制度を設けるべきです。特に通所サービスの食費の負担は、低所

得者に対する軽減措置がありません。町独自の負担軽減がぜひ必要です。 

３つ目に、４月から要支援と要介護１の軽度者への特殊ベッドや車いすなど、福祉用具

の貸与制度が廃止されてしまいます。ベッドがあるから人手をかりなくても自分で起き上

がれたというお年寄りも、ベッドを取り上げられてしまっては、状態が悪化しかねません。

地域支援事業の中の任意事業などで、軽度者への福祉用具貸与事業に取り組むなど、

町独自の対処が必要です。 

４つ目に、４月以降の新しい介護認定で、現在の要介護１の人のうち、８割近くの人が

要支援に移されます。それによって、これまで介護保険で利用できたヘルパーによる病院

への送迎サービスが全く利用できなくなります。これまで往復２００円の自己負担で済んで

いたのが、今後はＮＰＯの福祉有償運送や介護タクシーなどを利用しなければならなくな

り、最も安い場合でも、１往復１，０００円ぐらい、桑名までなら３，０００円もかかるというこ

とになります。 

また、要介護の人で、従来どおり介護保険での送迎サービスが利用できる人でも、４月

からの介護輸送にかかる公的取り扱いの統一によって、利用に際し、往復２００円のほか

に、介護事業所が定める運賃を別途支払わなくてはいけなくなります。事業所ごとに料金

が違いますが、距離が短い、町内の医院への送迎の場合でも、１往復４００円から８００円、

桑名市やいなべ市の病院へは、千数百円という負担になります。これでは高齢者が病院

に行けなくなるのは必至です。 

住民の中に、今、不安が広がっています。町として実態の把握に努め、介護タクシー券

を支給するなど、必要な負担軽減策をぜひとも取っていただきたいと思います。 



５つ目に、４月から町がつくる地域包括支援センターは、要支援の人に対する新予防給

付のマネージメント業務も担います。しかし要支援には、報酬額が、これまでの要介護１

の６０％程度と削られている上に、内容も自立支援を基本にするよう大きく変わります。国

はサービスの提供を比較的短期間に限定し、その後は打ち切り、自立させるような指導を

行っています。しかし、お年寄りがそんなに短期間に自立ができるのでしょうか。 

介護保険会計の予算も、介護予防の取り組みで、給付費が一定量削減できるというこ

とを前提に編成されており、予定どおりに減らさなければ赤字になってしまう仕組みです。

地域包括支援センターが、介護の軽度の人のサービス削減に躍起になるおそれが十分

にあります。 

軽度者は、サービスを受けているから悪化が防げているのです。サービス削減を優先

し、無理やり自立へと追い立てれば、逆に悪化し、給付費の増加を招くことになりかねま

せん。新予防給付のマネージメントでサービス削減に走ることのないよう求めます。 

ここまでの答弁をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   掛布議員の第３期介護保険事業計画についてのご質

問に、お答えいたします。 

まず、一般会計からの繰り入れで、介護保険料の大幅値上げを抑制することについて

でございますが、介護保険制度は、皆で支えあう仕組みであり、所得に応じた保険料と、

国、県及び町が、介護保険に係るすべてのサービスの費用を、法定割合で負担しあい、

また、サービスの受給者にあっては、利用されたサービスの費用を定率にてご負担いた

だくことになっております。このようなことから、一般会計からの繰り入れにつきましては考

えておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、利用者負担が限度額に達している低所得者に対し、利用料の減免制度や通所サ

ービスの食費負担の助成制度を設けることについてでございますが、特に独自の減免制

度は考えておりませんが、低所得者への配慮のため、社会福祉法人による利用者負担

金の減免制度がございますので、町内社会福祉法人に対し、周知と適用のお願いをして

まいりたいと考えております。 

なお、法人による減免が実施された場合は、当該法人に対し、町は減免の一部を助成

することとなります。 



 次に、軽度者に対するベッド、車いす等の貸与廃止で困る人が出ないよう、町として対

処することについてでございますが、国の方針といたしまして、要支援及び要介護１の方

に対する福祉用具の貸与については、自立支援に十分な効果を上げることができるとい

うことを前提にされており、現行の福祉用具の選定を踏まえつつ、その状態像から判断さ

れた結果、利用が想定しにくいものとして、今回ご質問の品目が挙げられたものでござい

ます。町といたしましても、国の指針にそって対応させていただきます。 

 なお、日常的に起き上がりが困難な方や寝返りが困難な方につきましては、例外もある

ようでございます。また、現在ご利用いただいておられる方につきましては、６カ月間の経

過措置がございます。 

 次に、ヘルパーの通院介助の廃止で、大幅な負担増となる人に、町として負担軽減策を

取ることについてでございますが、今回の制度改正にかかわらず、訪問介護費の中に、

通院等のための乗車、または降車介助に対するサービスはございます。 

ただし、新制度におきまして、要介護１の方が、要介護１と要支援２に区分されますこと

から、要支援２となられた方については、このサービスは受けることができなくなります。 

最後に、新予防給付のケアマネジメントでサービスを抑制しないことについてでござい

ますが、介護予防のケアプラン作成に当たっては、保健師等によるアセスメントを行い、

利用者の心身の状態や環境、生活など十分把握し、課題を分析した後、利用者や家族と

支援メニューを検討してまいります。決して、利用抑制をするということはございません。

あくまで重度化を防止するに当たり、目標達成のための必要なサービスを提供してまいり

ますので、どうぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布議員。 

○７番（掛布 まち子君）   介護保険は自治事務でありまして、介護保険法の縛りや財

政上の縛りはありますけれども、町の判断で、必要な修正を住民の立場でやっていく。こ

ういう立場で、ご答弁をいただきたかったわけですけども、残念ながら実のある答弁は、

ほんとどというか、なかったように思います。 

 １点目の介護保険料が大幅な値上げ過ぎるではないかと、何とかするべきではないかと

いうことで、一般会計からの繰り入れということを提案させていただきましたけれども、繰り

入れを考えていないとあっさりおっしゃいましたが、これだけ高齢者に対するあらゆる面で



の負担増があり、町は新年度予算でも町税がふえております。それは高齢者に対する課

税強化のために、町税収がふえている部分が相当あります。 

この分を介護保険料の値下げという形で、介護保険会計に入れて引き下げるということ

は十分やれることでありますし、国も一般財源の投入は、自治体がやるといえば、その自

主性を尊重すると。随分前ですけれども、坂口厚生労働大臣の時代の答弁らしいですけ

れども、そのように国会でやりとりがなされております。実際に千葉県の浦安市というとこ

ろでは、今回この４月からの第３期の介護保険料を、一般会計からの投入で大きく値下げ

を図っているということがあります。 

 今、一定の割合ずつそれぞれ負担してとありますが、平成１８年度の介護保険会計の予

算を見ましても、国の負担だけが大きく減っているんです。本当に何ということだろうと思

います。そして、高齢者の負担だけが大変多くなっています。今まで税金で行っていた福

祉サービスの部分、配食サービスとか高齢者の健康診査の部分、このようなものまで保

険料で見るようになっている。また、第２期の間にできた赤字分まで第３期の保険料にか

ぶせてきている。 

そして国の調整交付金、東員町には国は規定額の半分しか出してくれない。これも足り

ない分全部、６５歳以上の方の保険料にかぶせて、余計に高く値上げをしてしまっている。

今申し上げた部分は、本来税金でやるべきであって、高齢者にかぶせるべきではないと

思いますが、この点について、答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 介護保険の仕組みが国の方で、法で定められておりますので、現在のところ、法に基づ

いて実施していくべきではないかと思って予算計上をしておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布議員。 

○７番（掛布 まち子君）   第１期・第２期の間でも、全国の自治体や、あるいは広域連

合で介護保険をやっております保険者の中には、例えば保険料の低所得者への減免の

実施も、約３６％の保険者が独自に実施をしております。利用料の減免も、全国の２４％

の保険者が、利用料減免を独自に行っております。東員町は１期・２期と、独自のことは



何もやってこなかった。これだけ負担がふえ、保険料も値上げする中で、今こそ町独自の

負担軽減策を思い切って考えていくべきではないか、そのように思います。 

 ２点目の、申し上げました利用料の減免制度や通所サービスへの食費負担の助成制度

についても、例えば社会福祉法人の減免制度を実施してもらうように周知徹底するという

答弁でしたけれども、第２期においても、この制度はありましたけれども、だれ一人利用者

がいない。周知徹底がされていないし、本当に低所得者の負担を減らしてあげたいと思う

のなら、きっちりと社会福祉法人に働きかけ、住民の皆さんにも利用していただけるように

お知らせしなければ、せっかくの制度は宝の持ちぐされであります。きちんとやって、社会

福祉法人の減免制度で、特にギリギリの年金収入が８０万円そこそこの人、ここのところ

が一番負担が大きくかかってきます。そこのところが社会福祉法人の減免制度で救われ

るように、実施できるようにお願いしたいと思います。 

 ４点目の、ヘルパーによる送迎サービスについて、できなくなりますということだけで、で

はできなくなるのを、町としては黙って見ているだけなんですかということなんです。 

町は、町長の方針で、オレンジバスを走らせていただいて、片道１００円で、元気な方は

町内自由に移動ができます。しかし、バスに乗れるような人は、要支援や要介護にはなら

ないんです。運悪く、頑張っても要支援・要介護状態になって、自力で移動できなくなって

しまった人は、この４月から本当に途方に暮れます。高いお金を払ってでも病院に行くか、

息子や娘に仕事を休んでもらって連れていってもらうか、行かないで我慢をするかというこ

とになってしまいます。この点について、何もしないのかということを、もう一度、答弁を求

めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（太田 進君）   お答えいたします。 

 まず一つ、減免とか、町は何もしてないじゃないかということでございますけども、第２期

から所得段階を、国は５段階ですけども、本町は６段階を取り入れておりますので、その

ことだけわかっておっていただきたいと思います。 

 それと、ヘルパーの通院介助でございますけども、掛布議員もご承知だと思いますけど

も、要支援になられると、日常生活の基本動作がほぼ自立し、改善可能性が高いことから、

サービスからの除外になるということですので、今回の介護保険の改正は、自分で自立し

て生活していただけるような制度に改正するということですので、その点で、私どもは新た

な通所介助をするということを検討しなかったということでございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 



 それと、平成１７年度まで、地域支え合い事業としてやってきましたけども、例えば町の

一般で、生活管理指導や食の自立支援、配食サービスとかホームケア、理美容とか寝具

洗濯、あるいはおむつ代助成は、一般で町単独で事業をやっておりますので、その点もお

含みおきをいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布議員。 

○７番（掛布 まち子君）   自立して要支援になれば、バスに乗れるというようなことを

おっしゃいましたけれども、今回の介護認定の変更で、要介護１、要するに自立してない

けれども要支援２の区分に移される人が、８割も出るということなんです。東員町の要介

護認定を受けた人のほぼ半数近くが、要支援になってしまうということなんです。その人

は自立してバスに乗れるんでしょうか。乗れないから問題だと申し上げているわけでござ

います。 

 次へいきますが、今、町独自で福祉事業、地域支え合い事業もやられてきた面もありま

すけれども、ますます自治体独自で何をやっていくか、自治体の町行政のやる気と職員

の政策立案能力といいますか、自治体、どこに住んでいるかによって、随分大きな差が出

てくる時代にますますなろうとしております。 

介護保険においても、高齢者福祉においても、もちろんそうです。大変気になっていま

すのは、介護保険制度になってから、実際に要介護の人たちと相対するのがケアマネー

ジャーであったり、社会福祉協議会とか、民間の事業者でありまして、直接その方々の状

況や苦情や悩みを、その人たちが聞いているわけで、保健師はともかくとして、役場にい

る職員は、そういう声に接することが非常に少なくなってしまいました。現場の声を吸い取

れないような状況になって、どっちかといえば財政面の心配だけしているというようなこと

になっていて、地域に埋もれている、本当に弱い立場の人で、自分からは声を上げられな

い、そこまでいって声を聞かなければ声を出せないというような人たちの声が、町行政に

届かなくなっているんじゃないか、そういうことが非常に心配であります。 

 今回、大きな制度改編が介護保険でも、そして先ほど大崎議員も質問しましたが、障害

者の自立を阻害するともいえる障害者自立支援法の施行で、泣かされる人たちがたくさ

ん出てまいります。制度の谷間で泣かされる人たち、そういう人たちを、ぜひ役場は外に

出て声を聞き取って、町独自の施策の中に反映をさせていっていただきたいと思います。 

 要介護状態にならないように、健康づくりに頑張るということは第一です。介護予防が第

一ですけれども、だれでも年を取れば、いつかは要介護状態になります。ピンピンコロリと



逝くとは限りません。要介護状態になった時に、安心して過ごせる東員町であるように努

力を求めたいと思います。 

 大きな２点目に移りたいと思います。 

就学援助の制度について、教育長にお尋ねをいたします。 

就学援助制度は、義務教育は無償としました憲法第２６条に基づき、保護者の経済的

要件によって、教育の機会均等が損なわれることがないよう、経済的に困難な小中学生

のいる家庭に対して、学用品費や給食費、修学旅行費、入学準備金などを援助する制度

です。東員町では、昨年度、対象の小学生１人当たり平均で年間５万４，０００円、中学生

１人当たり平均で年間８万７，０００円ほどが支給をされ、教育費の負担軽減が図られまし

た。 

最近、企業の業績の方は回復軌道に乗り、特に大企業は空前の大もうけが続いており

ますが、勤労者世帯の所得の方は落ち込む一方で、突然の失業や、ひとり親家庭もふえ

ています。子どもを持つ若い世帯の経済的な厳しさを反映して、全国的にも就学援助を受

ける人が急増し、昨年度は全国の児童生徒のうち、１２．８％の子どもたちが就学援助を

受けたと報告されています。東京や大阪の方では、約２０％の児童生徒が就学援助を受

けているそうです。 

町の教育委員会に調べてもらったところ、資料としてお配りしておりますグラフを見てい

ただきたいと思いますが、東員町では平成１３年度に３９人であったのが、新年度、平成１

８年度には、見込み数で９８人と、５年間に２．５倍にもふえたことがわかりました。児童生

徒数に対する受給率では、１．５％から４．６％へとふえたことになります。 

大変気がかりなのは、東員町では就学援助制度についての保護者への周知が全く不

足していることです。所得水準が、この制度の適用基準以下で、受給資格があるにもかか

わらず、知らされないために制度が利用できないという家庭が、たくさん残されてはいない

でしょうか。 

町内の小中学校のうち、一部の学校は、学校だよりに、就学援助の説明を載せている

ようですが、他の学校では、特定の家庭だけに、学校側から就学援助の利用を声かけす

るだけで、全体の保護者に知らせることをしていません。 

町教育委員会に至っては、各学校で、それぞれどのように保護者に周知しているのか

さえ、つかんでいませんでした。 



これでよいのでしょうか。教育委員会の責任で、制度を詳しく説明し、活用を呼びかける

パンフレットを全保護者に配ったり、また、町の広報にも掲載するなどの手だてを取るべき

ではないでしょうか。 

また、制度自体の改善も必要です。支給回数を、年３回からもっと細かくふやす。町独

自で援助内容を拡充する。適用の基準を緩和する。また、教育委員会に直接申し込む方

法でも認める、などに取り組んでいただきたいと思います。 

経済的格差の急激な拡大が社会問題となっています。子どもたちの学びに影を落とす

ようなことになってはなりません。平成１７年度から、国は就学援助にかかわる国補助金

を廃止をし、一般財源化をしてしまいました。自治体として大変厳しい状況下に置かれて

おりますが、子育て支援の一環として、町としての最大限の努力を求めるものです。 

以上、答弁をお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   掛布議員のご質問に、お答えをいたします。 

就学援助制度は、学校教育法第２５条の規定により、経済的理由によって、就学困難

と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えることになって

おります。 

 本町におきましても、経済的な理由等により困窮と認められる場合は、要保護及び準要

保護児童生徒就学援助制度がございます。 

 現在、支援制度の利用は、ひとり親家庭が７割を超える状況でございまして、この増加

が影響しているものと認識しております。 

 なお、この制度は、平成１７年度から国の補助金削減によりまして、準要保護児童生徒

就学援助制度につきましては、町単独事業になりましたが、従前の補助基準を引き下げ

ることなく事業を進めております。 

 また、周知につきましては、学校を通じ、保護者の方々にお知らせするとともに、年度始

めの家庭訪問時に詳しく説明も行っておりますが、広報等の利用も検討してまいりますの

で、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布議員。 



○７番（掛布 まち子君）   東員町で、わずか５年の間に２．５倍という急激なふえ方、こ

れは今の社会情勢を反映していると思いますけれども、果たしてこれが町内で困っている

方々に本当に行き渡っているのか。非常に疑問に思います。全国平均で１２％ですが、東

員町は、ふえたといっても４．６％。所得基準があるのに、その基準が何かも示さないで、

制度がありますよ、利用してくださいよというだけでは、保護者としてはどうしていいかわ

かりません。本当に今の若い世代の親たちは、不規則な働かされ方で、義務教育は無償

といいながら、なぜこんなにお金がかかるのかというほど、お金がかかる状態に置かれて

います。 

所得基準が生活保護基準の１．３倍以下という基準を、東員町は国庫負担の削減にも

かかわらず、下げずに守っていただいております。この基準に適用して、知らされないま

ま置かれている家庭がないように、今申し上げました具体的な受けられる基準も明らかに

して、町として、学校をかわって転校してくる人たちとか、４月初めには、きちんと町の教育

委員会としてパンフレットもつくってお知らせする。こういう方法が必要ではないでしょう

か。 

計算してみたんですが、具体的な所得基準は、例えば東員町で小学生１人、中学生１

人、３０代の両親の４人家族の場合では、基準は所得３２１万円以下の家庭になります。

これはサラリーマンでしたら、収入から給与所得控除を引いた額、自営の方は必要経費

を引いた額に当たります。サラリーマンの収入全体では、約４７０万円以下の家庭が所得

基準に適用します。ごくごく一部の家庭ではないはずです。ぜひきちんとした、丁寧なパン

フレットをつくって、全保護者に配っていただきたいと思うんですが、この点はいかがでしょ

うか。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   私ども、先ほどもご答弁させていただきましたように、個々

のご家庭の、例えば家庭状況が変化した場合には、学校を通じて声かけもさせていただ

いておりますし、先ほども申し上げましたように、今後は、おっしゃられるように広報等を通

じて皆さんにご周知も図っていきたいと、こんなふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布議員。 

○７番（掛布 まち子君）   毎年、決算の時に、小中学校の給食費を滞納している家庭

のことが問題になります。平成１６年度分の給食費の未納が、平成１７年４月１日時点で１

２７人いたと報告がありました。就学援助を受けている家庭は、給食費は支給されますか

ら、この１２７人というのは、就学援助を受けていない家庭、だけど何らかの理由で給食費



を納められなかったという家庭になると思います。ぜひとも子育て世代を応援するという意

味で、より積極的に就学援助に取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは最後の大きな３点目の幼保総合施設と給食問題について、教育長の見解をお

尋ねしてまいります。 

 幼保一元化や総合施設化については、これまでも繰り返し教育長に質してまいりました。

今回は主に給食問題に絞って質問させていただきます。 

 まず、神田幼稚園、東員保育園の幼保一元化は、それぞれ園児数が大変多いことから、

単純に稲部地区や三和地区の幼保一元化の延長線上で考えるのは間違っていると思い

ます。東員、神田の場合は、一元化をしてもメリットはほとんどなく、デメリットの方が多過

ぎます。現状のままでも困ることはほとんどありません。何度も申し上げますが、中止する

よう求めます。 

 町教育委員会は、神田幼稚園・東員保育園の一元化総合施設化と同時に、現在、自園

の幼稚園・保育園で調理している給食を、センター給食に変更しようとしています。私は東

員町が今年１月終わりに１０回目となる構造改革特区の募集に、「東員すこやか給食特

区」という名称で申請書を提出したことを、内閣府のホームページで見て確認いたしました。

認可はまだ下りていないようです。 

構造改革特区は、現在の法律では違反となることも、特区の中では、規制緩和ででき

るようにしてしまうものです。このような重大な特区の申請が、議会にも説明せずに行わ

れ、既成事実が議論もないままにつくられていくことに、憤りを覚えます。 

自園で調理する給食の方が、センターから運ばれてくる給食よりも、食教育の面でも、

安全性の面でも、おいしさの面でもすぐれていることは言うまでもないことです。教育委員

会がセンター給食にしてしまいたい理由は、主に財政面にあり、そこには子どもの最善の

利益という考えは、残念ながら見当たりません。すぐれた現在の自園調理の給食を、構造

改革特区、規制緩和の名で無理やりつぶそうとするやり方は、教育の場としてもふさわし

くありません。やめるべきです。 

 ２つ目に、１２月定例会において、町長から示された東員町行財政改革推進計画案、い

わゆる集中改革プランの中に、学校給食の全部民間委託を５年間で検討するとされてお

ります。現在、直営で行っている学校給食センターの業務をすべて民間委託する。これを

検討するとは、いつまでに、何を、どんな観点から検討するというのでしょうか。お答えを

願いたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      石垣教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   掛布議員の幼保総合施設と給食についてのご質問にお答

えをいたします。 

平成１０年に、東員保育園・神田幼稚園を一体整備し、平成１５年度からは稲部幼稚

園・いなべ保育園におきまして、幼保一元化に向けて、３歳児から５歳児の交流保育の実

践研究を行ってきたところでございます。 

掛布議員からは、これまでも同様の質問をいただいておりますが、保育園と幼稚園は、

その目的及び役割を異にしておりました。しかし、これまではそれぞれの社会的ニーズに

こたえてきましたが、近年の社会構造・就業構造の著しい変化を背景として、就学前の子

どもたちに関する多様化した教育・保育ニーズに、適切かつ柔軟に対応することが求めら

れております。 

こうしたことを踏まえ、東員町では、親の就業の有無や形態に係わらず、就学前の子ど

もに適切な教育・保育の機会を提供するとともに、すべての子育て家庭の支援を行い、子

どもの健やかな育ちを支える役割を担う施設として、保育園・幼稚園の互いのよさを融合

させた総合施設の推進に取り組んでまいりました。 

これまでに神田・稲部・三和地区の整備を済ませ、平成１８年度には、城山地区の整備

をさせていただきます。笹尾地区につきましても、保護者や地域の皆様と十分に協議しな

がら、早い時期に整備を進めてまいりたいと考えております。 

続いて、自園での調理給食からセンター給食についての変更をやめるべきだ、とのご

意見でございますが、平成１０年に、神田幼稚園・東員保育園の合築園舎を計画したころ

の園児数は、１５０名程度でございましたが、その後、園児数の増加もあり、自園での調

理は、当初に想定した園児数を８０名ほど上回る調理をすることになってまいりました。 

また、自園での調理・給食でも、週３日のご飯を持参する給食でもございまして、夏は、

ご飯の傷みを心配したり、冬場は冷たく固くなったご飯を食することについてのご指摘もい

ただいております。 

一方、給食センターの開所当時、調理可能な食数は、おおむね２，８００食としており、

園児数の多い神田幼稚園への配食を見送った経緯はございますが、町全体の少子化が

進み、神田幼稚園・東員保育園への配食が可能な状況となっています。  



 しかし、受け入れ施設の一部改修も必要なことから、園児数や給食センターでの調理食

数の推移を見ながら検討をさせていただきますので、ご理解賜りますようお願いを申し上

げます。 

次に、学校給食の民間委託の検討についてのご質問にお答えいたします。 

学校給食センターの今後の運営方法でございますが、行政コストの削減を検討する上

で、将来的には、委託の可能性、有効性を研究し、全部委託の方向も一つの手段として

考えていかなければならないと思っております。 

また、厳しい経済環境のもと、自治体の財政運営の推移や定員適正化計画との整合

性を図りながら検討させていただきますので、ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布議員。 

○７番（掛布 まち子君）   教育長にお尋ねしますが、神田・東員保育園の幼保一元化

全体については、これまでも何度も主張が食い違っておりまして、平行線ですので、また

後日、しっかりとやりたいと思います。 

 今日は給食についてのみ、議論をさせていただきたいと思いますが、質問の中で、私が

申し上げました「すこやか給食特区」、これは現在、児童福祉法では、保育園は自園調理

の給食を行わなければならないというふうに定められておりますが、それを取り払う特区

だと思います。ホームページの中だけでは、内容がほとんど何もわかりません。「すこや

か給食特区」として申請された中身を、もう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   何遍もこれまでも申し上げてきておりますように、保育園・

幼稚園とも、子どもたちにとりましては学びの場でございますし、育ちの場でございますし、

遊びの場でございまして、全く私は子どもたちにとっては同格のものだろうというふうに思

っております。 

 その中で、以前、掛布議員からも、いなべ保育園、稲部幼稚園の実践研究でのことだっ

たと思うんですが、保育園の子どもを幼稚園で給食をさせているのは法律違反ではない

かという、たしかご質問があったと思うんですが、その時は１人だったと思うんですが、そ

の子をお昼になったら、あんたは保育園だからというので別のところへ追いやるというよう

なことは、現実の問題としてはできません、というお答えをさせていただきました。その後、

大人の事情によって子どもたちが、そういう差を受けるのであれば、子どもたちのために、



きちっと整合性を持たせてやるのが、我々の務めではないかということで、今回、保育園

の子も幼稚園の子も一緒の屋根の下におって、同じ保育・教育を受けている子どもたちに、

同じ給食を食べていただこうと。そのための給食特区の申請をさせていただいたところで

ございます。 

 中身は、特に変わったことはございません。３歳・４歳・５歳の子どもたちに、保育園・幼

稚園の隔てなく、給食センターの給食を一緒に食べてもらおうと、こういうことでございまし

て、条件が整い次第、実施に移してまいりたいと、こんなふうに考えておりますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布議員。 

○７番（掛布 まち子君）   ただいまの給食特区の説明によりますと、町内全域を想定

しているような感じに思われます。このように、今の時点で、特区を申請しなければできな

いということは、これまで試行的に、稲部とか、三和とか、三和地域は、この１年間はモデ

ル事業をやってきましたので、モデル事業は置いておいて、試行という名で行われたみな

み保育園、そしていなべ保育園の３歳児・４歳児・５歳児の給食を、センターから外部搬入

してきたということは、厳密にいえば、児童福祉法に違反してることをやってきたということ

を、みずから認めていると理解させていただきます。 

 先ほどの、なぜセンター給食に移そうというのか、主に給食の質とか、子どもにとってど

うかというのではなく、容量の問題で、児童が多過ぎるから、園児が多過ぎて能力に限界

が出てきたから、給食センターの方は、空きが多くなったから受け入れられるというような

説明しかなく、大変残念に思います。 

教育長は、容量の部分は置いておいて、神田・東員の自園給食とセンター給食とを比

べて、センター給食の方がよいという点がどこかにあるといえるのか。先ほどの、ご飯が

温かいのが食べられるという点は別ですけれども、ほかに何かあったら、お答え願いたい

と思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   私どもは、園運営については、きちっと県の監査も受けて

きておるわけでございます。そこで改善命令とか、そういう指摘を受けたということは一切

ございませんで、実情をしっかりご説明申し上げて、ご理解をいただいてきておりまして、

特に法律違反をしている、そういうつもりは毛頭ございません。現在はそれぞれの地域の

実情に合った状態で、漸次改善をしていくということで努めておるところでございます。 



 先ほども申し上げましたように、同じ地域の子どもたちが、同じ屋根の下で、同じ保育・

教育を受けておるのに、給食の時になったら、あなた方は別ですから向こうへ行きなさい

とか、そういうことはなじまない。大人の事情によって、子どもたちに差をつけることになる

わけです。神田の場合でもそうでございますけれど、実際に調理することが限界に来てお

るわけでございますから、その中で、子どもたちに本当に十分な給食ができるのかという

ことが、一つ大きな問題になっておるわけでございます。 

別にセンターの給食がいいとか、自園の給食の方がいいとか、私はそんなことを言って

いるわけやない。子どもたちには、栄養のバランスの取れた給食を、それぞれが誠意を持

って行われておるわけでございますので、一概にそれを比較して、あっちがいいから、こっ

ちがいいからというつもりは毛頭ございません。 

どうぞひとつ、何遍も申しておりますけれど、子どもたちにとっては、今まで一緒にいた

子どもたちと、同じ給食を、同じ場所で取ることによって、子どもたちの情動が培われてい

くわけでございまして、特に最近は情動にかかわる研究が進んでおりまして、文部科学省

でも、そういう研究チームを立ち上げて、研究がされておるわけでございますけれど、就学

前の子どもたちに適正な教育・保育環境を整えることの大切さが、脳科学の方からも、き

ちっと証明されておるわけでございますので、どうぞひとつ適正な保育・教育環境を整える

ことにご理解をいただきたい、そのように思います。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布議員。 

○７番（掛布 まち子君）   神田の自園給食とセンター給食についての内容面でのご答

弁が、これといっていただけないということは、どう考えても、だれに聞いても、特に保育士

に聞けば、自園給食の方がいいと答えられるに決まっております。同じ幼稚園と保育園の

子が、同じ給食を食べる方がいいに決まっております。 

であったら、そして先ほども教育長、答弁の中で、保育園と幼稚園のお互いのよさを融

合させてとか、おっしゃいましたけれども、お互いのよさをあわせて、よい方に合わせるの

なら、私ももろ手を挙げて賛成をさせていただきます。センターから搬入するために、配ぜ

ん室をつくる。その工事費を使うお金があるのなら、狭くなった今の調理室を広げる工事

をして、自園調理の方が内容的にいいのに決まっておりますから、自園調理でできるよう

に、調理室を拡張する工事こそ、子どものためを考えたら、やるべきではないのでしょう

か。 

稲部でも三和でも、わざわざ保育園、幼稚園を建てかえましたのに、保育園の３歳児以

上の子どもの給食を、自園調理から、よくない方のセンター方式の方に基準を合わせて



変えてしまいました。よい方に合わせる総合施設化、幼保一元化であれば、だれだって反

対はしませんけれども、悪い方にといってしまうから、ちょっと待てと、申し上げているわけ

でございます。 

特に園児の自園給食をセンター給食に移し、そのセンター給食を、さらに民間委託にす

るという計画まで出てきております。こんなことは絶対に子どもの最善の利益ということを

考えれば、認められるはずがありません。ぜひとも真剣な検討を願いたいと思います。 

最後に、民間委託をすれば安上がりになるとは、一概にはいえません。現在の調理員

たちは、退職間近の一番給料の高い時点で働いておられる方がたくさんおられます。退

職後は、若い調理員を計画的に採用していけば、民間委託する方が安くつくとは一概に

はいえませんし、中身は、どなたに聞いても、民間委託では質が落ちると。安全性も問題

があると、このようにおっしゃいます。民間委託の計画を十分検討した上で中止をするよう

に求めて、一般質問を終わります。 

 

 


