
○議長（三宅 耕三君）      次に７番、掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   大きく４点にわたって質問をさせていただきます。 

 １点目は、相次ぐ増税と負担増から、町民の暮らしを守る施策を求めてお尋ねします。２

点目は、障害者の負担軽減を求め、３点目は、子どもたちの医療費の助成年齢の拡大と

窓口無料化について、４点目は、臨時職員の待遇改善を求めて質問してまいります。 

 まず第１点目の、相次ぐ増税と負担増から、町民の皆さんの暮らしを守る施策を求めて、

町長に質問してまいります。 

 ６月の住民税の大幅な値上げ、そして８月には、介護保険料のこれまた大幅な値上げ、

さらには定率減税の半減・廃止など、先の小泉内閣時代に決められました各種の税制改

悪と介護保険制度、医療制度の連続改悪により、高齢者にも、また現役世代にも大変な

額の増税と負担増が直撃しております。負担は来年度、再来年度もふえ続けます。 

 そこでまず、町民全体への影響額をお尋ねいたします。 

 １点目として、配偶者特別控除の廃止と公的年金等控除の縮小、老年者控除の廃止、

住民税非課税限度額の廃止、定率減税の半減廃止などの税制改定により、平成１７年、

平成１８年、平成１９年、平成２０年度の各年度における町民税増税額は、平成１６年度と

比べてどれほどになるのかをお示しください。 

 ２点目として、これらの税制改定に連動して生じる国保料、介護保険料、保育料につい

ての町民の負担増の額は、平成１６年度と比べ、各年度でどれほどになるのかをお示しく

ださい。 

 ３点目ですけれども、机上にお配りしてあります東員町の６５歳以上の高齢者世帯の負

担増シミュレーションという表とグラフを見ていただきたいと思います。これは私がいろん

な資料をもとに計算をし、そしてグラフにしてきたものでございます。もし数字に間違いが

あれば、後日また指摘をしていただきたいと思います。 

 表の下にあります注意書きの中に漢字の間違いが２点ありまして、税については配偶

者特別控除の偶の字が違っております。国保料であるところが、国保税というふうに１カ

所なっております。そこが違っておりますので、訂正をお願いしたいと思います。 

 この資料は、東員町の６５歳以上の高齢者世帯で、夫の年金収入が２４０万円、月２０万

円の年金で、妻は基礎年金のみの場合の世帯の所得税と住民税、国保料、介護保険料



の負担が、平成１６年度から平成２０年度まで、それぞれどう変化していくかを示したもの

です。既に決まった結果をもとに、シミュレーションといいますが、もう決定済みのことを盛

り込んだ計算結果でございます。 

 先に述べました税制改悪と連動する介護保険料、国保料の値上げも加わって、雪だる

ま色に負担がふえていくことがわかります。 

 平成１６年度から平成２０年度の間に、この世帯では、負担増の合計額が１０万５，４９５

円にも上ることがわかりました。特にこれぐらいの年金世帯では、住民税の非課税世帯か

ら課税世帯へと、税制改悪に伴って変えられてしまったために、それに伴って、いろんなと

ころで連動して負担増が起き、さらに健康であればともかく、介護施設への入所とか、療

養病床への入院などの場合が加わると、１０月８日付の朝日新聞によれば、合計で年間

７２万円も負担がふえると、このようなことが報道されておりました。今こそ、国保料や介

護保険料、利用料の減額・免除や保育料の引き下げなど、町は町民の暮らしを守る施策

を最優先に取り組むべきではないでしょうか。町長の答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   増税・負担増から町民の暮らしを守れ、についてのご質問にお

答えを申し上げます。 

１点目の、個人町民税が税制改正等によりまして、平成１６年度と比較をして、毎年ど

のくらい増税となったかとのお尋ねでございますが、まず、最近の税制改正の沿革から申

し上げますと、平成１７年度より、配偶者特別控除の廃止があり、平成１８年度は公的年

金控除の縮小と６５歳以上の住民税非課税や、老年者控除(４８万円)の廃止、そして、定

率減税が２分の１に引き下げられ、平成１９年度には定率減税が廃止されるとともに、税

源移譲により、住民税所得割の税率が一律１０％に統一されることとなっております。 

それらの改正内容を踏まえまして、平成１６年度の個人住民税と比較した各年度ごとの

影響額は、平成１７年度で３，１００万円の増、平成１８年度は１億２，０００万円の増、また、

見込みでございますけども、平成１９年度で４億４，０００万円程度の増、平成２０年度につ

きましては、今のところ改正の内容が不確定でありますことから、平成１９年度と同程度に

なるものと予測をいたしております。 

次に２点目の、税制改正に連動した国保料、介護保険料、保育料の負担額の年度比

較でございますが、ご存知のとおり、国民健康保険料につきましては、医療費の総額によ

り、その賦課総額を決定させていただいており、税制等の改正により、個人個人の保険料



に影響額が生じることはありますが、そのことによりまして、賦課総額保険料が増額する

ことはございません。 

ご質問の、平成１６年度との比較でございますが、一般の被保険者の平均保険料は、

平成１６年度が１０万１２８円、平成１７年度が９万６，７５８円、平成１８年度が９万４，０９９

円となっております。 

また、保険料の減免につきましては、以前にもお答え申し上げておりますが、条例に定

められておりますので、ご理解くださいますようお願いを申し上げます。 

次に、介護保険料の関係でございますけども、介護保険料は３カ年を見すえて設定す

るため、基準額は平成１６年度、平成１７年度には２，４９５円、平成１８年度から平成２０

年度は３，５６６円で、１カ月当たり平均で１，０７１円の増となりますが、国民健康保険料と

同様に、介護給付費の総額により決定するため、税制改正によりまして賦課総額が増額

されることはございません。 

次に、保育料の関係でございますけども、保育料の算定は、町県民税や所得税の税額

を基準といたしておりますが、保護者の所得や対象の園児が年度ごとに変動いたします

ことから、明確な増減額をお示しすることは困難かと考えます。 

 なお、園児一人当たりの平均月額保育料は、平成１６年度で１万５，４６１円、平成１７年

度が１万６，６３３円でございまして、平成１８年度は１万６，８４６円と推計をいたしておりま

す。 

次に、３点目の保険料・保育料などの引き下げについてのご質問でございますが、確

かに、税制改正等によりまして、自治体の税収がふえるような制度設計がなされておりま

すが、これらは議員もご承知のとおり、国からの税源移譲とセットで、年々、交付税や国庫

負担金が削減されてきておりますことから、決して歳入総額全体がふえていくものでもご

ざいません。 

どこの地方自治体におきましても、今後、財政運営がさらに厳しくなっていくことは間違

いないものと考えております。 

掛布議員はよく、他の先進地事例を参考にしてご質問をされますが、その事例だけを

比べますと、本町は先進地よりも低いケースもございます。しかし、総合的な住民サービ

スで比べてみた場合、決して、私どもが劣っているわけでもなく、私は逆に、東員町は全

体的に「高いレベル」にあるのではないかと自負いたしているところでございます。 



そのようなことから、私は、保険料や保育料だけをとって、直ちにこれらを引き下げると

いう考えは現在のところ持っておりません。 

少子高齢化対策を考える上で、今後の検討課題の一つであることは、私も十分認識を

いたしておりまして、議員のご提案を決して否定するものでもございません。しかし、財政

を預かる者といたしましては、本町が合併せずに、当面、単独でやっていきますことを考え

ますと、皆様からお預かりをいたしました大切な税金でありますので、やはり長期的な視

野に立って、金額や事業の大小にかかわらず、真に必要な施策から順次、講じていく必

要がございます。 

これからも予算の計画的かつ適正な配分に努めながら、町民の暮らしを守るため、一

生懸命取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきますようよろしくお

願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   丁寧にご答弁をいただきまして、ありがとうございます。 

 個人町民税の増額、平成１９年度に増収額が４億４，０００万円となる。これは税源移譲

も含めてですから、丸ごと全部町に入るわけでもありませんし、先ほど町長が答弁されま

したように、交付税はその分減らされますでしょうし、補助金も減っていくでありましょうか

ら、町はその分、丸ごと裕福になるというか、余ってくるわけではないことは当然わかり切

っておりますけれども、しかし、町全体がどうのこうのというよりも、まず町民の暮らしに目

を向けて、そこから政策を考えていただきたいと思うんです。 

法人町民税がふえて少しは楽になった。町全体で楽になったといっても、町民はグラフ

で示しましたように、そしてまた今、数字で上がりましたように、その分しっかりと負担がふ

えて青息吐息なわけなんです。 

ですから今、町としてやらなければいけないことは、町全体も見ながら、同時に町民の

暮らしをどう支えていくか、ここをきっちりとやっていただきたいと思うんです。 

９月定例会で大崎議員が介護保険料の大幅な値上げを取り上げて質問しましたところ、

町長は、激変緩和の措置があっても、すごい値上がっていくわと。このグラフでもお示しし

ましたように、この世帯ですと、介護保険料がほとんど２倍以上に値上がりします。すごい

額です。町長は研究させてもらいたいというようなことで、答弁をされておりましたけれども、



その後、どのように研究をされ、このすごい負担増に対して、町として、どう手を打とうとさ

れているのか。 

それと、もう１点ですけれども、ついでにお聞きしますが、今まで私どもは国保料の減額

免除の制度をつくったらどうかとか、いろんな連動して値上げする場合、何とか抑えられな

いかどうかとか、介護保険がとんでもない改悪のために値上がっていく場合、食事代を助

成してはどうかとか、こういう提案をしてきましたけれども、そういうものについての検討と

いうのはされていないのでしょうか。その点について、答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 シミュレーションをいただいておりますけども、特に介護保険は、数字でいきますと確か

に倍ぐらいになってますね。ただ、平成２０年ごろまで推計ができるのかなと思うんですけ

ど、先ほどご答弁させていただきましたように、介護も国保も医療費総額から逆算をして

いく。医療費総額が下がれば、下がる可能性もあるわけですね。お医者さんに支払いして

いく医療費の額が変われば国保も、介護保険も、介護の皆さんにかかるお金が下がって

くれば、当然この額は下がっていくと思うんですけど、その辺のシミュレーションはどういう

ふうにされてみえるのか、ちょっと私は、理解ができないんですけど。国保、介護保険料と

合計が書いてあるので、その辺、逆に質問はおかしいんですけど、また教えていただきた

いと思います。 

 いろいろのことがございます。行政としては弱者の部分をどう支援をさせていただくか。

全体の町民の皆さんの、非常に所得のある方もない方も全員をというのは、少し私はそ

んな時代ではないのかなと思っております。あくまでも所得の少ない弱者の方に対して行

政がどう支援をできるか、そんな思いでおります。全体の全部ということの時代とは、少し

違うんかなと思っておりますので、今後、弱者の方に対してどんな支援をさせていただけ

るか、その辺を十分研究をさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   町長、もっとちゃんと介護保険のことを勉強してもらわないと

困ると思うんですけども。介護保険料は平成１８年度に新しい３年分の保険料が決まりま

して、これは決定額なんですよ。税制改悪に連動して、激変緩和で１年ずつ少しずつ値上

がっていく。これはもう決定額で、介護保険の計画書に載っている額をそのままここに書



いただけで、これは推計じゃないんです。決定額なんですよ。ですから上がっていくことは、

もう決められているわけです。議会で決まったわけです。推計ではありません。 

 ですから、どのように研究したのかというふうにお尋ねしたんですが、それでは全然研究

してないということじゃないですか。もっと真剣に町民の暮らしをきちんと見詰めて、本当に

町民の立場に立ってやっていただかないと困ります。 

 時間が押してますので、次の質問に移りたいと思います。 

 ２点目の、障害者の負担軽減を求めて、生活福祉部長にお尋ねします。 

 障害者自立支援法が４月の一部施行に続いて１０月に全面施行され、恐れていたとおり、

三重県の調査でも、障害者と施設に深刻な影響が出ていることが明らかになっています。 

 私は先の６月定例会でも、町内の障害者施設へのアンケートをもとに質問しましたが、

原則１割の応益負担という根本的な欠陥にメスを入れ、同時に報酬の日払い方式をやめ

させることが絶対に必要です。全国の自治体で障害者と家族の皆さんの運動に押され、

負担軽減を図る取り組みがさらに進んでいます。市町村の２２％、４１１自治体が独自軽

減に踏み切りました。県内では松阪市が、低所得者世帯への居宅福祉サービスの自己

負担を５％にする独自の軽減策を１０月から実施しています。東員町でも世帯分離の促

進や負担上限額の引き下げ、負担率の引き下げなどによる負担軽減と施設への運営費

補助を実施するべきです。 

 この質問を通告しました翌日の新聞で、自立支援法をつくった政府と自民党、公明党が

全国的な強い批判の声に押され、負担軽減のため、今年度の国の補正予算に９６０億円、

今後３年間で１，２００億円の予算を組むことで合意したということを知りました。法の施行

後、１年とたたない間に見直しの補正予算とは、いかに自立支援法が悪法だったかが証

明されたのではないでしょうか。政府は、障害者とその関係者を苦しめている責任の重大

さを思い知るべきだと思います。 

 国が補正予算を組むとはいえ、その額は、自立支援法によって利用者がこうむる負担

増影響額の約３分の１にすぎません。東員町として、町内の障害者と施設の実情に合っ

た独自の軽減施策を打ち出すとともに、今こそ応益負担の抜本的な見直しに踏み切るよ

う、町から国へ大きな声を上げる必要があります。 

 答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      松下忠生活福祉部長。 



○生活福祉部長（松下 忠君）   障害者の負担軽減を、とのご質問にお答えをさせてい

ただきます。 

ご指摘の、障害者の自己負担の軽減につきましては、種々検討をさせていただいてい

るところでございます。 

現在、私どもが執行させていただいております給付は、自立支援給付と地域生活支援

事業の給付がございますが、特に負担軽減につきましては、町の事業と位置づけられて

おります地域生活支援事業を重点に配慮させていただいております。 

例えば相談支援、コミュニケーション支援の負担はございませんし、その他の支援につ

きましても負担限度額を適用し、運用いたしております。 

また、施設運営に対しての財政支援では、補助事業であります自立支援給付事業は、

国による単価設定、運用規定等、かなり制限がございますが、町の事業であります地域

生活支援事業の地域活動支援センターの基準単価は、今までの委託単価を下回ること

のないよう、県が示しております単価を大きく上回る単価とさせていただいております。 

このように一つ一つの施策につきまして検討し、対応させていただいております。 

次に、世帯分離についての考え方をお答え申し上げます。 

本年３月、法施行の前に、多くの皆様からご相談がございまして、いろいろなパターンを

想定し、回答申し上げておりますが、世帯分離は住民基本台帳法に基づくものでございま

して、あくまでも生活実態によるものと考えております。 

最後に、施設への運営費助成でございますが、先に述べさせていただきました単位費

用の増額のほか、次年度からではございますけれども、特に重度障害者の方をお世話い

ただく施設に少しでも財政支援ができないか、現在検討中であります。 

今後とも障害者の皆様の負担軽減等、近隣市町の動向や利用実態などを踏まえて検

討してまいりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   町が町内の施設、あるいは障害者の方の実態をきちんとつ

かもうとし、また、新施設の建設に当たっては町費を相当額、１億数千万円つぎ込み、ま

た、今ご答弁いただいたように、単価の増額とか、きめ細かくやっていただいていることは

十分承知をしております。しかし、それでもなおかつ全く足らない、支援策が十分でないか



のような実態を前に、このような質問をさせていただいているわけですので、それを理解し

ていただきたいと思うんです。 

国がというか、政府自民党・公明党が、ここへ来て、まだ法律を施行して１年もたたない

のに、早くもこんな補正予算を組まなければいけないほど、障害者と施設が追い詰められ

ている。そして今、町内の新施設も、来年４月から新しい施設を竣工いたしますけれども、

施設はできても、それが回っていかなかったら何にもなりませんし、大変なことになってし

まいます。ですから実質本当に十分実態を把握し、先ほど検討しているところだというよう

な答弁がありましたけれども、十分検討をしていただきたいと思います。 

 単価をふやして施設の報酬がふえれば、それは１割負担でいきますと、障害者の皆さん

の負担がふえちゃうということになるんですね。とんでもない矛盾を抱えた悪法、この根本

的な１割の応益負担というものを見直せということを、しっかり今、町から国に要望するべ

きだと思うんです。町としての支援策を考えると同時に、今こそ、三重県も、野呂知事も国

に意見を言うということらしいですけれども、東員町として、自立支援法の応益負担を根本

的に見直せというふうに国に要望するべきではないでしょうか。この点について、生活福

祉部長、答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   いろいろと国の法律等についてご指摘をいただいてお

りますけれども、私ども新しい施設の運営につきましても、できる限りの事業を委託したり、

そんなことで経営の安定を図っていきたいと思います。また、１割の応益負担について、

国にご意見申すということでございますけれども、国に対しての見直し、これについては私

どももできるだけその方向で進めてもらいたいと思っております。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   しっかりとこの際、障害者の皆さんも全国で声を上げていま

す。戦後最悪の悪法と言われている障害者自立支援法の根本的な１割応益負担の撤回、

見直しを、町としても大きな声を上げて国に表明をしていただきたいと思います。 

 次に移りたいと思います。 

 大きな３点目ですが、子どもたちの医療費の助成年齢の拡大と窓口の無料化を求めて、

町長に質問をいたします。 



 現在、医療費の自己負担割合は、０歳から３歳未満児までが２割、３歳児以上が３割負

担となっておりますが、医療制度が改正されたことにより、平成２０年度からは２割負担の

年齢が就学前まで拡大します。医療費無料化をしている東員町では、３歳児から就学前

までの子どもたちの医療費の１割分だけ町の負担が軽減することになります。この軽減分

を使い、医療費助成の対象年齢を、小学３年修了時から小学校卒業時まで、さらに拡大

してはどうでしょうか。 

同時に、一日も早く窓口無料となるよう取り組むべきです。現在は無料だといっても、い

ったん病院の窓口で立てかえて払わなければなりません。手続が領収証明方式に変更さ

れたため、以前よりも簡素化されてはおりますが、立てかえ払いには変わりがありません。

給料日前でも、財布の中身を心配せず、安心して子どもたちを病院に連れて行けるように

してほしい。窓口での無料化というのは子育て世代の切実な願いであるかと思います。実

現のための町の真剣な努力を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   乳幼児医療費助成の年齢拡大についてのご質問に、お答えを

申し上げます。 

乳児、幼児、児童の医療費助成につきましては、児童福祉の向上、少子化対策等を目

的に、積極的に取り組みをさせていただいておりまして、助成対象の年齢は、入院・通院

を問わず、小学校３年生、満年齢９歳年度末までのお子様となっております。 

県内では、大紀町（通院小６、入院中３まで）に次ぐ、県下２番目の水準で、県の補助基

準であります通院４歳未満、入院のみ義務教育就学前までが１８市町、通院・入院とも義

務教育就学前までが９市町であり、本町は、かなり充実した内容と考えております。 

また、乳幼児の医療費が無料化となることにより、安易に医療機関に依存する傾向が

ございまして、小児科等にかなり負担増となっているように伺うこともございます。ご指摘

の財源の利用は、よいといたしましても、いましばらく現状でまいりたいと考えております。 

次に、窓口無料化についてでありますが、現在、三重県におきましては、福祉医療費助

成制度改革検討会が開催をされまして、要支援者に対するサービスの向上、市町と医療

関係者の事務負担の軽減を目的として、現物給付、自動償還等が検討されているようで

ございます。部会を設け、担当レベルで協議されており、結論までにはいましばらく時間を

要すようでございます。 



いずれにいたしましても、本町単独では実施できませんので、ご理解くださいますようお

願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   東員町は近隣に先駆けて、先ほどの答弁によれば、県下で

２番目に進んでいるという、町長の施策としてやっていただいている小学校３年生修了ま

での入院・通院の無料化は、大変結構なことだと思います。しかし、三重県という非常に

遅れた中では２番目でも、すぐ隣の愛知県に目を転じれば、すぐお隣の弥富市は、小学

校卒業まで窓口で無料になっておりますし、飛島村は中学校卒業まで無料、しかも窓口で

無料。愛知県内では、就学前まで、ほとんどの市町村が窓口で無料になっております。で

すから、遅れた三重県の中で２番目だというふうに胸を張るんじゃなくて、町内の人たちが

通勤・通学たくさんしている愛知県とも比べてどうか、というふうに考えていただきたいと思

うんです。 

２割負担の年齢が下がることで、無料化の年齢は大きく拡大していくと思います。ここで

経費面について、町長で無理なら、部長とか担当課長に振っていただいてもいいんです

けれども、小学校卒業まで、東員町で拡大する経費はいくらぐらいかかるのでしょうか。以

前、就学前から小学校３年生まで拡大する費用は８００数十万円だったはずです。小学校

６年生までは、そんなに病院に行きませんから、もっと少ない経費でできると思うんです。

試算があれば、お答えをいただきたいと思います。 

 もう１点、県の入院医療費の助成が就学前まで拡大しました。いくら軽減するのでしょう

か。さらに平成２０年から２割負担になります。いくら町の負担が軽減するのでしょうか。ち

ょうど同じ８００万円ぐらい経費が減るんじゃないかと、私はざっと試算しているんですけれ

ども、その点について、いくらかかるかということと、いくら経費が軽減するかということの

試算を、担当の部課長でも結構ですので、答弁をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをします。 

 担当の方から答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      松下忠生活福祉部長。 



○生活福祉部長（松下 忠君）   まず、小学校卒業までの軽減経費でございますけれ

ども、１，８００万円ぐらいということでございます。次の、町の負担の軽減額、８００万円ほ

どというふうに想定をしております。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   軽減額、８００万円ぐらいだったんですけれども、小学校６年

生まで拡大するのに１，８００万円というのは余りにも膨大過ぎると思います。以前、就学

前から小学校３年で、３学年拡大するのに８００数十万円ですので、あと同じ３学年を拡大

するのに１，８００万円というはずは絶対ありませんので、同じぐらいでいけると思います。

せっかく町の負担が減る分を、そのまま町として抱え込むのではなく、さらに子育て支援を

進めるというふうに、よかったら町長、選挙の公約に掲げたらどうでしょうか。町長にお尋

ねをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   先ほどご答弁させていただきましたように、乳幼児の医療費の

無料化は今のところ現状で見させていただきたい。年２割負担の分につきましては、子ど

もたちにかかわる、先ほどの放課後の関係とかいろいろございますので、そういう方面に

使っていきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   軽減分は必ず何らかの形の子育て支援に回していただきた

いと思います。そして窓口の無料化は、東員町だけではできず、担当レベルで検討してい

るところだということなんですが、これも本当に三重県は全国的にも遅れに遅れておりまし

て、すぐお隣の愛知県、岐阜県など、全国で３０都道府県が窓口無料化になっております。

本当に一日も早くできるように、東員町からもどんどん声を上げ、やっていただきたいと思

うんですが、今、実現のネックになっているのは、窓口無料化ができない。どこにネックが

あるのかと考えておられるのかを、お聞きしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 無料化をしていくということは、相手のお医者さんの承諾がなければできません。特に東

員町の場合は、三重県のはずれということで、愛知県のお医者さんにかかられる方がたく

さん見えると思います。そういうことで、町単独では、その辺のお医者さんとのお話し合い



が愛知県にも及んでいく。各医療機関へ、私どもがお願いに上がらんならん。そんな状態

でございますので、それが私は東員町としてのネックだと。これがもっと中勢とか三重県の

中心であれば、愛知県のお医者さんには多分受診される方は少なくなってくると思うんで

すけど。だから、三重県で一本で取り組んでもらわなくてはということで、今、県の方でい

ろいろ検討委員会を設けて、三重県として取り組むという方向でされてみえるということで

ございますので、それがいましばらく時間がかかるということをご答弁させていただきまし

た。ネックとしては、私はそう思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   無料化になる方向で検討していただいていると信じたいわけ

ですので、私どもからも、また住民の皆さんからもどんどん声を上げ、一日も早く窓口無料

化になるように頑張っていきたいと思います。 

 次に、最後の大きな４点目の臨時職員の待遇改善を求めて、町長に質問をいたします。 

この問題については、ちょうど４年前の平成１４年１２月定例会で質問し、多数の臨時職

員を、有給休暇も与えず、６カ月を超えて継続勤務させていた労働基準法違反の実態を

取り上げました。質問後にすぐに対応が検討され、年度初めから必要な常勤の臨時職員

については有給休暇が取得でき、社会保険にも加入する期限つきの臨時職員の待遇に

改善されました。労働基準法違反は改めるのは当然ですが、本来、正職員として採用す

るべき保育士・幼稚園の教諭を、人件費削減のために多くの臨時職員で代替させている

ことは、その置かれた立場を考えると大問題です。 

 今年度、東員町では、保育士・幼稚園教諭の期限つき臨時職員が２５名、常勤の臨時

職員が５名にも上っています。園長を除く常勤の保育士・教諭では、正職員が４２名に対

し臨時が３０名、臨時職員の比率が実に４割を超えています。特に期限つきの臨時職員

は、仕事内容が正職員と全く同じで、１人だけでクラスの担任を持ち、勤務時間も時間外

労働も同じです。責任の重い仕事を長期にわたり劣悪な待遇、不安定な身分のままで続

けています。正職員はもちろん、他の自治体では臨時職員でも支給されている交通費さ

え、東員町では支給されず、クラス担任を持つことによる賃金の加算や経験年数による加

算もなく、退職金の支給もありません。これほど同一労働、同一賃金の原則から外れた待

遇はありません。改善を図るべきです。 

 また、期限つきを除く臨時職員で、実質上６カ月を超えて継続勤務させている人が現在

何人いるでしょうか。半年ごとに１日だけ空白期間を置き、契約更新を繰り返している臨



時職員がいないでしょうか。普通の臨時職員にも有給休暇の取得、交通費支給など、待

遇を改善するべきです。 

また、今年度から放送事業課、生活環境課、社会教育課などで、正職員のかわりに人

材派遣会社からの派遣労働者を採用し始めましたが、この職員の取り扱い規定、要綱が

ありません。この状態でよいのでしょうか。派遣労働者は町が支払った賃金すべてが本人

の手元に入らず、派遣会社にかなりの額をピンはねされます。また、気に入らなければ即

座に人を入れかえることが可能であるため、非常に弱い立場に置かれます。役場組織の

一員として、上司の指示のもとで働いていても、この派遣労働者だけ地方公務員法が及

ばず、情報の漏えいや事故など、さまざまな問題が発生した場合、責任の所在がどこに

あるのかあいまいになります。また、事務職の場合、３年を超えれば町が直接雇用する義

務が生じます。 

いろいろな点で疑問がある派遣労働者を今後も役場内でふやしていくのでしょうか。町

の方針について、説明を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   ただいまの臨時職員の待遇改善について、お答えを申し上げま

す。 

ご質問にございましたとおり、本町の臨時職員は、保育園、幼稚園に勤務いただく先生

方がその多くを占めているのが現状でございます。 

その形態は、職員の産前・産後休暇、育児休業の代替や身体に障害を持つ園児の支

援等さまざまでございますが、保育に携わることについては、職員と変わるものではござ

いません。 

お尋ねの待遇改善でございますが、近隣の市町の労働条件と比べましても、著しく劣っ

ているものではないと思っております。臨時的とはいえ、大変なお仕事を担っていただい

ておりますことは、十分承知しているところでございまして、十分な待遇とまでは申し上げ

ることはできませんが、少しでも向上が図れるよう、検討いたしたいと考えるところでござ

います。 

また､お尋ねの、６カ月の雇用後、引き続き勤務いただいている臨時職員数は１２名で

あり、うち１０名は、保育園・幼稚園において、身体に障害を持つ園児の支援業務に携っ

ていただいており、２名は連絡所に勤務をいただいているところでございまして、勤務日数



等は、園児の就園日数等により異なりますし、連絡所においては、隔日で勤務をいただい

ております。 

次に、人材派遣会社からの派遣職員でございますが、限られた職員数に対し、業務量

は増加の一途であり、加えて職員の削減、事務改善や外部委託への改革が求められる

中で、サービス低下を最小限にとめるため、派遣職員で対応を試みております。 

今後も派遣職員で対応が可能な業務につきましては、導入を図ってまいりたいと考えて

おります。 

派遣に当たっては、職員の採用ではなく、派遣元である派遣会社と業務内容や労働条

件等に関する契約を締結しておりますので、ご理解をいただきますよう、よろしくお願いを

申し上げます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   まず、期限つきの臨時職員の待遇の改善についてですけれ

ども、今、答弁の中で、非常に大変な仕事をしていただいている。はっきり申し上げて、正

職員と全く同一労働をしていただいているわけです。ところが、その待遇というのは、先ほ

ど申し上げたように非常に劣悪な待遇でありまして、賃金が年間一体どれほど入っている

のか。１年間きっちり正職員と同じだけ勤務して、年間１７０万円か１８０万円ぐらいじゃな

いかなと思うんですけれども、これもまた担当部課長からで結構ですけど、期限つきの臨

時職員、保育士で結構ですけど、年間大体どれだけの賃金になるのか。そして今、期限

つきの臨時職員として何年ぐらい勤めていらっしゃる方が一番最高なのか、それもわかれ

ば答弁を願いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   担当課長の方から答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      岩田孝文学校教育課長。 

○学校教育課長（岩田 孝文君）   お答え申し上げます。 

 期限つきの臨時職員の年間の賃金でございますが、ご指摘の１７０万円から１８０万円

程度になろうかと思います。継続的に任用をしております職員については、現在、資料を

持っておりませんので、後ほどまた、ご報告をさせて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）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   年間１７０万円ほどで、朝から晩まで１年間、子どもたちと一

緒に汗みどろになって働いて、そして何年たっても１円も上がっていかない。正職員には

支給されている交通費もない。退職金もない。そして、年度末になったら、はい、もう来年

は要りませんからさようなら、これでは本当に使い捨て状態だと思うんです。 

先ほどの、少しでも向上のための検討をするという答弁だったんですけれども、どういう

点を改善しようと検討するのか、具体的にお答えいただきたいと思うんです。私は、まず

交通費は支給するべきですと。ほかでも支給してますからね。もちろん、２キロ以内はなし

でいいんですけど。正職員と一緒ですから。あと、退職金はきっちりと設けるべきでありま

すし、経験による賃金の加算も要ると思いますし、正職員になる道をどこかに開くべきだと

思うんです。具体的な検討の内容について、答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 いろいろのことは人事の関係でございますので、総務部長の方から答弁をさせていただ

きます。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 まず交通費、それから経験の加算、退職金ということでございますが、本町の臨時職員

の方には現在適用しておりませんのが現状でございます。その辺につきましては、今後

検討してまいりたいと思っております。 

 臨時職員の方に正規の職員となる道は、ということでございますが、正規職員につきま

しては、現在、臨時等で保育園・幼稚園に勤務されている方につきましても、募集のときに

行っております試験を受けていただいておるところでございますし、現実、期限つき臨時

職員という形で勤務していただいた方が、現在、正規の職員ということで勤務をされてい

るという方も多数ございます。そういった形で、今後も続けていきたいと思いますので、よ

ろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 



○７番（掛布 まち子君）   検討、検討というだけですので、具体的に本当にいつまでに

何を検討したか、また後でお尋ねしますので、しっかりと検討結果をお答えいただきたいと

思います。 

 ２つ目にお聞きしました、期限つきではない臨時職員で、実質上１年を超えている臨時

職員の方が１２名ということです。常勤ではなく隔日勤務という方もいらっしゃるので、丸１

年間勤務というわけではない方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、実質上、６カ月

を超えれば、間に空白期間があるとはいえ、やはり有給休暇の取得ということは、させな

いといけない。間に１日空いているからいいやとか、そんなことでは通っていかないと思い

ます。有給休暇の取得と交通費の支給についてどう考えてみえるのか、町長だと思うんで

すけども、答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 担当の部長の方からお答えさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 有給休暇につきましては、労働基準法の中で規定がございまして、それに準じて対応を、

現在もしているところでございますので、今後もそういう対応でいきたいと思っております。 

交通費の関係でございますが、それにつきましては、先ほどご答弁させていただきまし

たけれども、今後検討をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   有給休暇は労働基準法に基づいてとおっしゃいますが、ア

ンケートにお答えいただいたところでは、有給休暇は取得させていないんですね。ですか

ら労働基準法に基づくんだったら、有給休暇を取得できるということをきちんと伝えて、取

得していただくように対応をいただきたいと思います。交通費も検討、検討で終わっており

ますけれども、後でまたきちんとお尋ねをしますので、ちゃんとした回答をお願いしたいと

思います。 



 最後に、派遣の労働者を役場に今後も導入していくというような答弁がありました。最初

の質問の中でも申し上げましたように、大きな問題点は、町が支払ったものが全部働いた

人にいかなくて、かなりの額がピンはねされるということなんです。東員町は派遣元と労働

条件内容で契約をしているんですけど、実際に派遣労働者が手元にいくらもらっているの

か、本当に社会保険に入れてもらっているのか、会社がどれだけピンはねしているのか、

ちゃんとつかんでいるのでしょうか。その点について、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      発言時間が少なくなっておりますので、ご注意願います。 

 佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 その件につきましても、担当の方から答弁させます。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   現在、人材派遣というところで、東員町で勤務いただいて

おりますのは４名の方でございまして、その４名の方につきましては、労働者派遣契約書

という形で契約をいたしております。その契約書の中で、東員町と会社という契約でござ

いまして、東員町の方に勤めていただいておる方がどれだけいただいているとか、その辺

につきましては、こちらの方でつかんでおりませんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      掛布まち子議員。 

○７番（掛布 まち子君）   東員町と派遣元との契約でいくらかはわかるけれども、実際

に派遣労働者がいくらもらっているのかは、町としてはわからないわけですね。この前の

補正予算で、半年分で１００万円という派遣会社への派遣労働者１人分の予算が上がり

ました。１年分だったら２００万円ですね。それを派遣元に入るわけですけれど、そこから

派遣会社がボンとピンはねしていって、後、社会保険料とかもし払ったら、本当に手元に

入るのは、東員町が臨時職員として直接雇用した場合よりも、少なくなっちゃうんじゃない

かと思うんですよ。町が払うお金は多いのに、労働者には臨時職員より少ししか入らない。

こんなばかなこと、ピンはねされるだけで、しかも職場のチームワークも乱れるし、若い人

を安い賃金で次から次へと使い捨てにしていく。こういう派遣労働の、町が片棒を担ぐの

は、ぜひやめていただきたいと思います。 



 もう時間がありませんので、そのことだけ強調し、今後も派遣労働者を導入していくとい

うことですけれども、本当に大事な役場の仕事を派遣労働に任せてはいけないということ

を主張し、これで一般質問を終わります。 

 


