
○議長（三宅 耕三君）      次に１３番、大崎潤子議員。 
○１３番（大崎 潤子君）   今９月定例会におきまして、３点の一般質問を行います。 

 まず１点目は、国民保護計画について。 

 国民保護法は、基本指針を手始めに、都道府県計画は今年３月まで、市町村計画は来

年３月まで、順次整備をしていくのが政府の予定表であります。 

基本指針は、武力攻撃事態４類型、本土決戦、本土空襲、ゲリラ、ミサイル、緊急対処事

態４類型、自爆テロ、サリンタイプ、原発攻撃、公共機関攻撃であり、これが住民避難等を

想定する想定事態ということになっています。今年３月３１日、４７都道府県の計画が完成

しましたが、ほとんどが総務省、消防庁のモデル計画の焼き直し。多くの自治体の熱意の

乏しさを物語るものである、と報道していました。 

 国の事態認定、避難措置の指示、都道府県の住民措置の指示を受けて、避難実施要

綱を作成し、避難の誘導を行うのが市町村と消防。市町村計画には、避難実施要領マニ

ュアルが必要になり、総務省、消防庁がパターンモデルをつくっています。その中に、ミサ

イル警報があったら屋内へ、などと発表している文面もございます。 

計画化の第一弾は、協議会設置条例の制定です。予定された３月定例会に提出されな

かった自治体が４５２自治体、２４．８％にのぼり、６月定例会でも全国８市町村で継続審

議、沖縄では条例制定が３９％にとどまっています。これらの議会では、戦争を助長しか

ねない、憲法違反、時間をかけて慎重に審議すべき、などの意見が出されています。 

新潟県の加茂市の市長は、住民を戦争動員のための自警団に組織させるもので危険、と

いう観点から、計画策定を拒否しています。 

国立市においては、総合防災計画を策定をし、国民保護計画に代替させる方針とも聞い

ています。国民保護計画の根拠となる国民保護法は、２００条近い法律、さらに都道府県

の計画と１２０ページにも及ぶ市町村国民保護モデル計画を読みこなし、有事やテロ攻撃

などの事態に応じた住民の避難救援計画、平素からの啓発や訓練計画など、策定をしな

ければなりません。 

 政府は、今年度中に計画をつくれと圧力をかけていますが、国民保護法に計画策定の

期限は明記されていません。計画を策定しない、と判断した場合の対処についての条項

もありません。国が決めたことだから、というだけで押し切る理由は全くないと思います。

住民の意見を聞いて、慎重に、も十分通用することだと考えます。何よりも、その時を起こ

させないための自治体の平和外交や平和行政、教育を広げることの追求が大事であると

考えます。 

 そこで、この３月定例会で、国民保護協議会が東員町で設置されました。この間の経過

報告を。 

 ２点目、国民保護計画を来年３月までに策定するよう、政府は求めていますが、町の対

応はどのようですか。 



 ３点目、計画は住民を戦争動員のための自警団に組織させるもので危険という考えか

ら、策定を拒否している市もあります。町長は、この計画を政府の言うとおり進めていかれ

るのかどうか、お尋ねをいたします。 

 ４点目、完成した計画の報告を議会は受けるだけとなっていますが、住民を代表する立

場から、検討、審議の場が必要だと考えますが、いかがでしょうか。 

 この４点について、お尋ねをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   大崎議員からご質問の、国民保護計画についてお答えを申し

上げます。 

国民保護法が平成１６年６月１４日に成立し、同年９月に施行されました。この法律は、武

力攻撃事態等における国、地方公共団体等の責務､国民の協力、その他の必要な事項を

定めることにより､国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とし、

国民保護計画は、国民保護法に基づき策定し､国民の保護のための措置を行う実施体制、

住民の避難や救護などに関する事項､平素において備えておくべき物資や訓練等に関す

る事項などを定めることとなっております。 

本町の国民保護計画につきましては、三重県の国民保護モデル計画をもとに、東員町の

地域特性を考慮した内容のものとし、本年度中に策定したいと考えております。 

先月、８月２９日でございますけども、１４名の委員を選任させていただき、第１回の協議

会を開催いたしましたところ、委員の皆さんからさまざまなご意見、ご提言をいただきまし

た。 

今後、計画の策定を進めるに当たりまして、協議会の委員の方々にご意見をいただき、

県と協議を重ねた後、議員の皆さんにご報告させていただきます。 

 よろしくご理解賜りますよう､お願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   町長から答弁をいただきまして、町長は今年度中に計画を

つくっていきたい、ということをおっしゃっております。想定もされないような攻撃事態が起

こるか否か、今の段階では、多くの世論の中で、そういうことはあり得ない、政府自身もそ

ういうことを言っておりますが、そういうことに対して、本当に計画をつくることがいいのか

どうなのか。逆に言えば、戦争を助長するように私は考えますが、その点はいかがでしょ

うか。それよりも、やはりそういうことを起こさせないための努力、そういう点についてのお

考えをお尋ねしたいと思います。 

○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。 

 そういうような事態が起こるか起こらないか、私も起こってほしくないと思っております。

いざというときに、町民の皆さんの救護とか備え、そういうことをしておくというんですか、

それは何ら私は戦争の助長には当たらないと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   万が一に備えて、そういう整備も必要であるということですが、

現実に防災計画もきちっとつくっていただいているわけです。その中にも、訓練とか、弱者

に対しての避難をどうするか、そういうことが網羅をされているわけですから、逆に言えば、

そういうものをきちっともっと補強して、かわりに使うこともできるのではないか、というふう

に思います。先ほど申しましたように、国立市においては、国民保護計画をつくらないで、

防災計画を充実をする。そういう市もあるわけですが、そういう点においてはいかがでしょ

うか。 

○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。 

 住民の避難とか救護も入るかもわかりませんけど、防災の関係ともダブる部分もあると

思います。しかし、基本的に根本は違うと思いますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   町長は根本は違うとおっしゃっておりますが、自治体の本来

の仕事は、住民の命、財産を守ることであって、そういう作戦の支援ではないというふうに

私は思いますが、その点はどうでしょうか。 

○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。 

 先ほどご答弁させていただきました考え方でございますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   国民保護計画というのは、きちっと多くの皆さんにいろんな

角度から情報提供、というのはなされていないというふうに思います。あるかないかわか

らないのを想定して、この計画をつくっていくわけですけれど、私としては、こういう計画は

つくってはほしくない。先ほど申しましたように、努力を尽くしても回避できないのが自然災

害です。戦争は人為的に引き起こされるものですから、話し合いとか平和的に解決ができ

る、努力をすればできるというふうに思うわけです。 

ですからそういう観点からいえば、住民の財産や命を守る、そういう立場にある町長、本

当にこの計画をつくることが、住民の命や暮らしや財産を守ることなのかな、その点に疑

問がありますが。 

実効性のないものですけれど、計画をつくれば、その計画が進行していくと思うんです。そ

こに書いてある避難訓練はしなければならない。いついつこういうことがあった。では避難

訓練しましょう。そういう形になって、本当に町民全体がそういう雰囲気の中に包まれてい

く。それを大変危惧いたします。そのあたりについてはいかがでしょうか。 

○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。 

 当然、計画をつくれば、実施ということはさせていただく思いでございます。計画だけつく

って何らしないということは、これまたおかしいと思いますので、訓練とかに入っていく、そ

んな思いでございます。 

戦争というのは、なければ一番いいんですけど、現実に世界では今も戦争が起きておりま

す。話し合いだけではなかなか難しい、そんなことを思っておりますので、この保護条例は

進めさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   町長は今、世界的にはいろんなところで紛争が起きている。

だから戦争もあり得るかもわからない。このままこの計画を進めていく、ということですけ

れど、実際には町民の皆さんにも、いろんな角度からの意見を聞いていただく必要がある

か、というふうにも思います。 

現実に国立市のシミュレーションの中で、弱者の避難、９，０００人のうち４，０００人を避難

させるためには、常時９９人の体制が必要だし、昼夜問わずに、その人たちを避難させる

のに２６時間かかる。そして１，０００人程度の要員が必要である。有事の場合は、他から

応援がありません。すべて例えば東員町なら東員町でやらなければなりません。自然災

害の場合は、他の市町村からの応援はいただくことができるわけですが、有事の場合は

そういうこともできません。 

これは国立市の場合ですけれど、数を見るだけでも、本当にたくさんの要員が必要になっ

てくる。これをしてでも、まだ２６時間。ミサイルが飛んできた、さあ逃げてください、と言わ

れても、本当にどうするのか。そういう訓練を常時行うということ。毎日ではありませんけど、

年に１回なのか２年に１回なのか、それは知りませんけれど、そんなことを行っていいの

かどうなのか。大変恐ろしい思いでいるわけでございます。 

 ぜひとも、話し合いでは事が解決しない、ということをおっしゃいましたが、常日ごろから

そういう観点でいろんな物事を見ていただきたいし、私たちもそういう観点で見ていかなけ

ればならないし、国にもきちっと有事法制のこと、あるいは国民保護法のことについても意

見を述べていきたいというふうに思います。町民の命や財産を守る、決して応援部隊の支

援をするのが自治体でない、ということだけ申し上げたいというふうに思います。 

 ２点目は、介護保険について。 

 ４月から介護保険が改定されました。最大の問題は、介護保険制度創設の柱である、

社会で支える介護が財政的な理由により、利用者、家族の過重負担に逆戻りしたことで

す。国の制度創設の根拠となった理由説明を、自ら否定する制度改革を強行したことで

す。 

 １つは、施設における食事、居住費の負担を保険制度外としたこと。すべて自己負担で

す。 



 ２点目は、軽度の要介護認定者、要支援１・２について、原則として生活援助型のサー

ビスを制限し、介護予防のサービスの提供に限定することです。このことにより、経済面で

の、利用者・家族の負担は増加をし、また、実際の介護の面でも、生活援助は家族が担う

か、お金で制度外のサービスを買うことで対処せざるを得なくなっています。利用者のサ

ービスを選ぶ権利が大きく後退したことになります。 

 そこで①、改定介護保険が実施されて５カ月、この間の居宅サービス、施設サービスの

利用者数や給付費は、改定前と比べてどうなりましたか。 

 ②、要介護１以下の軽度の高齢者は、４月から原則として車いす、介護ベッドなどの貸

与が受けられなくなり、従来の利用者への経過措置も９月末が期限とされ、高齢者への

不安は高まっています。全国では介護ベッド、車いす、ヘルパーの取り上げで、生活が困

難になった事例が報告されています。私のところへも、要支援２になったために、ベッドが

借りられなくなった。生活をするには必需品なのでベッドを購入しましたと、つえをつきな

がらおっしゃいました。私が見る限り、要介護者に見えましたが、このような状態をどうつ

かんでみえるのか、お尋ねをいたします。 

 ③、４月からの全国の市町村、介護保険料は平均で約２４％値上げされ、規準額が４，

０００円以上の自治体も全体の３７％と、３年前の５倍以上にふえました。しかも住民税の

非課税限度額の廃止など、小泉増税の影響で、高齢者の６人に１人が、収入はふえない

のにもかかわらず、保険料段階が上昇しています。経過措置はあるものの、大幅な負担

増が高齢者に押し寄せています。 

 三重県は、伸び率は３２．３％、月額４，０８９円となっています。当町では４２．９％の伸

び率、月額３，５６６円です。隣のいなべ市は３，０１０円で伸び率は２７％です。 

平成２０年には、後期高齢者の医療制度が創設の予定です。また、窓口負担増、長期入

院のホテルコスト徴収など実施されれば、大変な事態となりかねます。生活やサービスの

利用が困難になる方々が、今まで以上に大量に地域の中に出てくるのではないかと思い

ます。 

一般財源で行ってきた介護予防など、福祉事業を介護保険地域支援事業として吸収した

ことも、保険料値上げの一因です。地域支援事業には、高齢者虐待に関する相談なども

含まれています。一般財源からの借り入れなどで、保険料の軽減を図るべきです。また、

利用料の軽減もあわせて図るべきですが、いかがですか。 

 ④、今回新設された地域包括支援センターは、市町村が運営に責任を持ち、高齢者の

実態把握、困難を抱えるケアマネージャの支援などを行い、地域の高齢者のあらゆる相

談にもこたえる拠点とされています。実施状況はどのようですか。 

 ⑤、介護保険料が高額な最大の原因は、介護保険創設時に国の負担割合を２分の１か

ら４分の１に引き上げたことです。当面、全国市長会や全国町村会などが要望しているよ

うに、国庫負担を３０％にすべきです。介護保険の改善のためには、国の財政負担強化



が欠かせないことは、幅広い人々の願いと一致するところです。町長としてきちんと声を

届けていただきますよう要望をいたし、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）   大崎議員の、介護保険についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 介護保険制度が改正され､５カ月が経過をいたしました。この間、町民の方々から、要介

護状態の区分や保険料等について、いろいろご意見をいただいたところでございますが､

ご質問の、サービスの利用者数や給付費につきましては、４月から６月分までの月平均

居宅サービスで６７８人、３，６９６万２，０００円、施設サービスで７８人、１，８３０万円とな

っております。 

２点目の、制度改正によります問題点につきましては、他の市町村も同じようなことがい

えるかと思いますが、制度改正によるベッドが利用できなくなった方は３名程度と聞いてお

ります。 

 ３点目の保険料につきましては、３月定例会で条例改正をご承認いただいたところでご

ざいますが､税制改正に伴いまして、高齢者の非課税限度額の廃止等により町民税非課

税から課税となる、などに伴いまして、保険料段階が上がることとなります。そのため､平

成１８年度から２カ年にわたり、保険料の負担軽減策として、激変緩和措置を実施をして

いるところでございます。 

４点目の新予防給付や地域包括支援センターの実施状況ですが、４月から７月までの介

護予防ケアマネジメントは委託も含めまして７５件、相談業務は１３０件、一般高齢者施策

として、認知症、転倒予防教室、４２４人 特定高齢者施策として通所サービス、１６１人と

なっておりますが、今後は栄養改善や特定高齢者把握事業の実施も予定をしておりま

す。 

５点目の、介護給付費の国庫負担の引き上げを国に要望するべきとのことですが､国、県

に対し、既に介護保険業務を、国または県での実施や財政調整交付金の制度化された

負担割合の確保について要望しているところでございます。 

いずれにいたしましても、第３期の介護保険事業計画もスタートしたばかりでございます

ので、今後も介護予防事業を積極的に行い､第４期の介護保険事業計画に反映できるよ

うに取り組んでまいりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   今、町長から答弁をいただきました。 

 １番については、現在の４月から６月までの数値をおっしゃったんですけれど、前年度と

比べてどのようか、その点については、高齢者対策特命監にお尋ねをしたいというふうに

思います。今年度については、今、町長が述べていただきましたが、前年度はどのようで、

どれだけ給付費が、多分減ってきてると思うんですけれど、そのあたりについての答弁を

求めたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      伊藤清重高齢者対策特命監。 

○高齢者対策特命監（伊藤 清重君）   お答えをいたします。 

 現在、データ的に持ち合わせがございませんが、さほど昨年度と変わっておらないと思

います。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   データがないということですので、昨年度とほとんど変わらな

いのかな、ということですが、基本的には先ほど申しましたように、食事代とかホテルコス

ト代、利用者が若干減っておりますので、減になっているのではないかというふうに思いま

すので、また後で数字をお願いしたいというふうに思います。 

 ２点目は、ベッドが３件だけ聞いているということでしたが、ベッドに限らず、車いすとか、

もろもろ福祉用具があるわけですが、制度の改定の内容について、具体的に事業所やケ

アマネージャにはどのような形で説明がなされたのでしょうか。 

 私がお話を聞いた方は、即、要支援になったがために、ベッドを購入せざるを得なくなっ

た。法律的には、この９月末までは今までどおり使用することが可能であるわけです。で

すからそのあたり、どのような形で説明されたのでしょうか。随分、話が食い違っている部

分もあるわけですが。 

 そのあたりは、町長より高齢者対策特命監の方が現場ですので、お願いをしたいという

ふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）      伊藤清重高齢者対策特命監。 

○高齢者対策特命監（伊藤 清重君）   基本的には、ケアマネージャとの連絡調整会

議の中で、ケアマネージャからのお話といいますか、そういうふうなことが出てきましたの

が３名程度ということで、先ほど町長が答弁したところでございますけれども、特に使えな

くなったといいますのは、ベッドです。あとにつきましては、手すりとかスロープ、あるいは

歩行器とか、そのようなものにつきましては今までどおり、ということでございます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   連絡調整会議の中で３件ということが出てきたということです

ので、これに限らず、連絡調整会議の中で、きちっと介護者のいろんな要求とか声をケア

マネージャの方が取り上げていただいて、いろんな形で反映をしていただきますよう、お

願いをしたいというふうに思います。 

 ３点目の保険料の問題ですが、３月定例会に条例で決めましたが、実際、先般、保険料

が８６歳の方におきまして、前期は５，１００円ずつ、後期は一遍に上がりまして、９，１００

円ずつ払わなければならない。これを見た途端、本当にすごい金額なんですね。担当課

に聞きましたら、来年は平準して７，０００円ぐらいになりますよ、ということですが、月額３

万円も満たないような年金生活者の方が、これだけの保険を払わなければいけない。保

険料が年金から天引きされていく。こういう本当に厳しいというか、状況があることを知っ

ていただきたいというふうに思います。 



 このようになったのは、先ほど申しましたように、一般財源で行っていた事業が、介護予

防サービスにかかわる部分が、すべて介護保険から支給されるようになりました。その分

だけ、町の持ち出しというのが軽くなったというふうに考えます。その分を、このように保険

料の値上げとか食事代、ホテルコストなど、保険外サービスの増加による皆さんへの支援

策として使用すべきだ、というふうに私は考えますが、この点については町長の答弁を求

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。 

 基本的には国の制度に乗っかっておる、ということでございます。激減緩和とか、そうい

う措置をしても、そういうような状態になってくる。もう少し研究をさせてもらいます。ただ、

基本的には一般財源から出す以外にないと思うんですけど、バランスを見ながら、福祉は

広範囲でございますので、その辺も十分研究をさせていただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   町長は、研究をさせてくださいということですが、千葉県の浦

安市や埼玉県の美里町などでは、一般財源から繰り入れをいたしまして、介護保険の値

上げ幅を抑えたところもありますので、ぜひ町長、常日ごろ、福祉の充実ということをおっ

しゃっておりますので、もちろん、小さい子たち、障害者の皆さんも必要ですが、高齢者の

皆さんへの配慮という部分も忘れていただかないよう、お願いをしたいというふうに思いま

す。 

 それと、介護保険の内容が変わって、要介護１の方が要支援１・２になる、そういうことが

あるわけですが、身体や生活の状態が変わらないのに、要介護だけが軽く変更されて介

護が受けられなくなる、ということもあるわけですが、給付費抑制を優先する余り、高齢者

の実情を軽視した機械的な調査や判定があってはいけないというふうに思いますが、そ

のあたりについて、対策監の方からお願いをしたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）      伊藤清重高齢者対策特命監。 

○高齢者対策特命監（伊藤 清重君）   確かに大崎議員のおっしゃるとおりか、とは思

いますけれども、これも国の制度上、そのようなシステムになってきておるということでご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   介護を受けたい人が、きちっと受けられるようにしてほしいと

いうふうに思います。ある住民の方が、見る限りピンピンしているのに、介護のディサービ

スに通っている。本当に受けたい人が受けてみえるのだろうか、大変疑問に思う。近所の

方を見て常々そう思ってます、ということをおっしゃいました。ですから先ほどお尋ねをした

わけでございます。介護認定審査会の方や、コンピューターのいろんな項目、そういうとこ

ろをきちっと調査、精査していただいて、本当に受けたい人が受けられる、そのように改善

をしていただきたいというふうに思います。 



 介護保険の最後に、老老介護をはじめ家族介護の真剣な実態を考えるときに、公的な

介護制度の改善・充実こそが求められています。 

共産党は、保険料・利用料を支払い能力に応じたものを改めたり、在宅でも施設でも安心

して暮らせる条件整備、介護・医療・福祉などの連帯による健康づくり、介護労働者の労

働条件の改善、これらの実現のためには、国庫負担を増額するなどの改正が必要だと思

います。誰もが安心して利用できる介護保険制度を目指したいと思います。 

 続いて、３点目は農業問題について。 

 品目横断的経営安定対策は、これまで米、麦、大豆など、品目ごとの価格政策経営安

定対策を全面的に廃止し、一部の大規模経営と一定の要件を満たした集落組織に助成

対象を限定する仕組みに変えるものです。麦や大豆などは、輸入価格に影響される、販

売価格が生産コストをはるかに下回るため、生産の維持に助成金が不可欠です。 

品目横断的経営安定対策は、担い手だけが過去３年間の実績をもとに面積単位の格差

是正の助成金を出しますが、生産拡大は対象外です。品目横断的経営安定対策のもう

一つの仕組みは、米を含め、価格低落による農業所得の減少を補てんする制度で、基金

を拠出した担い手だけが対象です。補償の規準が市場価格のため、価格が下がれば補

償額も下がり、担い手の経営を安定させる補償もありません。 

 このように大多数の生産者を政策対象から締め出し、担い手の経営安定すら補償され

ないのですから、国内生産の縮小は避けられず、受給率の向上も見込めません。食料は

国民の命に直結をし、毎日、大量に必要なため、可能な限り自給することが課題です。 

欧米諸国は、健全な農山漁村の維持が不可欠という立場で、積極的な施策を取っていま

す。世界最低水準の食料自給率を向上させるためには、多くの農家と地域の生産が維持

されなければなりません。今ある農家、集落営農を大事な生産の担い手と位置づけること。

生産者価格の安定、下支えを確立することが大事であると考えます。 

 そこで①、東員町の農家の現状はどのようか。 

 ②、品目横断的経営安定対策は、どのような協議がなされ、どのように進んでいくのか。 

 ③、地産地消や環境農業政策など、今後の農業の位置づけはどのように考えているの

か。 

 ④、遊休地などの活用で、市民農園の拡大や団塊世代の皆さんの体験農業などの取り

組みはできないのか、町長に答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   大崎議員から、農業問題について、４点ほどご質問をいただい

ておりますので、順次お答えを申し上げます。 

 まず、第１点目の農家の状況は、ということにつきましてお答えをいたします。 

現在本町が農業経営基盤強化促進法に基づく「認定農業者」として、個人が１１名、法人

組織が１団体を農業の担い手として、認定をしております。 



この「認定農業者」とは、一定の要件を満たす農業経営規模や今後の経営拡大を目指す

農業者を認定審査会にお諮りし、審査の結果、町が認定をしております。 

 また、平成１９年度から始まります、品目横断的経営安定対策に対応するため、新たに

各集落より１０名程度の担い手農家を「認定農業者」として認定したいと考えており、将来

の地域の農業を守る専業農家として期待し、町としても支援をしていく考えでおります。 

 次に２点目の、品目横断的経営安定対策についてお答えを申し上げます。 

 国は、農業の構造改革を加速化するとともに、ＷＴＯにおける国際規律の強化にも対応

し得るよう、現在、品目別に講じられている経営安定対策を見直し、施策の対象となる担

い手を明確化した上で、その経営の安定化を目指しております。 

 具体的には、複数作物の組み合わせによる営農が行われている水田作について、品目

別ではなく担い手の経営全体に着目し、市場で顕在化している諸外国との生産条件の格

差から不利益を補正するための対策を導入するとともに、販売収入の減少が経営に及ぼ

す影響を緩和するものでございます。 

 ご質問の、品目横断的経営安定対策について、各地区の集落座談会や地区役員会に、

いなべ営農支援センターとともに訪問し、平成１９年度から始まります、国の施策を農家

の方々にご理解、ご協力を求め、地域の集落営農形態に合った方向性を決定いただいた

ところです。 

 地域によりましては、認定農業者を中心に集約を行う取り組みや、一定の要件を満たす

組合組織として、麦作組合の設立をいただき、兼業農家が作業を協同し運営していだだく

こととなっております。 

 いずれにいたしましても、この品目横断的経営安定対策の周知や取り組みについて、関

係各機関と連携を図り、支援していきたいと考えておりますので、ご理解をお願い申し上

げます。 

 次に３点目の、地産地消や環境農業対策についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 本町では、笹尾中央公園におきまして毎週金曜日に「青空市場推進協議会」の皆様に

よりまして、地域で採れた新鮮な野菜などを販売しております。 

 また、中上自治会が中心になり、旧ＪＡ中上支店を利用し、毎週日曜日早朝より、朝市を

開催していただいております。 

 本年８月には、「青空市場推進協議会」の方々と連携し、「朝市祭」を実施し、地産地消

の普及活動に努めております。 

 また、環境農業対策につきましては、本年、県のモデル地区に指定をいただきました長

深地域資源保全向上活動支援実験事業ということで、「三和エコ隊」が発足し、農家のみ

ならず非農家、自治会や各種団体の参加をいただき、地域の農地、農業施設等を適正に

管理するとともに、これらの資源の長寿命化及び農村環境の保全に資する取り組みを行

っていただいております。 



 今後は、町内各地区におきましてもこの取り組みを行っていただき、町としても、積極的

に支援を考えておりますので、よろしくご理解をお願い申し上げます。 

 次に第４点目の、遊休地などの活用で市民農園の拡大や団塊の世代の体験農業の取

り組みについてのご質問に、お答えを申し上げます。 

現在、ＪＡいなべ神田支店に運営管理をお願いしております「東員町ふれあい農園」が２９

５区画ございまして、町内の方にご利用をいただいております。 

 市民農園の拡大につきましては、昨年「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関

する法律」の一部改正に伴い、地方公共団体及び農業協同組合以外の者も貸農園を開

設することが可能となり、民間による開設も期待しながら、今後、利用者数の把握や、設

置場所の選定等を検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解のほど、お願

いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   答弁をいただきました。 

１番の問題ですけれど、先ほど町長は、平成１９年度から１０人の担い手で専業農家、と

いう形の答弁があったんですけれど、もう一度詳しく、専業農家を育てる一歩なのか、年

齢構成はどのようになっているのか、そのあたりを答弁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。 

 １０名の方の年齢構成につきましては、担当の方から報告させます。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   お答えをいたします。 

 年齢構成の１０人の各集落の自治会の方へお願いをいたしまして、定年を過ぎていらっ

しゃる方も団塊の世代ということで、そこら辺を含めて、今、集落の方で検討していただい

ております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   そうしますと、現段階は協議中ということで、こういう形にな

ればいいかな、というものでしょうか。それとも、この１０人の方には、きちっと専業農家に

なっていただきます、というふうに理解をすればいいのでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   お願いしておりますので、自治会というんですか、集落

農家の方もそういうふうな方向で思っておりますので、お願いしていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 



○１３番（大崎 潤子君）   定年退職をなさった皆さんや、これから一生懸命農業をやっ

ていっていただかなければいけませんので、きちっと町の方で支援をしていただきますよ

う、お願いをしたいというふうに思います。 

 ２点目の品目横断的安定対策の件ですけれど、麦作組合が２組合つくられるという話を

聞きまして、収入については、緑げたと黄げたをあわせて、現行水準を維持することがで

きるということを、先般、産業課の方でお聞きをいたしましたが、麦作組合にも入らない皆

さんは大幅な減収となるように思いますが、麦作２組合だけで、あとの皆さんはそれぞれ

麦作をやめられるのか。するけれども、ほとんど収入がゼロでも我慢して本当の自分のや

りたい農業をやっていきますということなのか、そのあたりについて、建設部長の答弁を求

めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田 利孝君）   麦作組合につきましては、集落の方で２地区設立もされ

ました。担い手というんですか、それ以外に認定農業者の方へ依頼をされる方もみえます

し、その方がほとんどでございますが、中には奨励金はいいけど、自分で、という方もみえ

ますけど、何とか集落の方で担い手の方に集積してほしいというようなことで、今、検討し

ております。今現在、１２集落中９集落が組織化されまして、担い手の認定農業者につい

ては、全地区その方向で受けていただくようにしております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   そうしますと、一定の皆さんが今までどおり収入がそんなに

減らないで麦作をやっていける、というふうに理解をすればいいかなというふうに思います。

先ほど町長も、品目横断対策については行政としてきちっと支援をしていきたい、というこ

とをおっしゃっておりましたので、本当に農業は大切な部分ですので、ぜひともきちっとし

た支援をしていただきたいし、先般いただいた協議会の集落座談会の中にも、いろんな角

度からたくさんの質疑が出されております。それについても一応回答は書いてありますけ

れど、もっときめ細やかな農業への手だてというのを、いなべ市の営農支援センターの皆

さんのお力をかりながらとか、あるいはＪＡも含めて、積極的に東員町の農業を守るため

の手だてというのを考えていただきたいというふうに思います。 

 そして地産地消については、私、何度も質問をいたしまして、町長も中上の青空市場、こ

の２点について述べていただいておりますけれども、それをもっと拡大をしていただけない

のかなという思いがあるわけです。常に答弁のときには、この２点しか出てこないわけで

すが、もっと違う角度からの地産地消、あるいは東員町の農業のあり方というのを考えて

いただけないのかな、というふうに思います。 

 例えば野菜のもぎ採りの体験とか、田植えは今みんな機械化になっておりますけれど、

田植えとか、収穫の体験、そういうのをイベント事業としてやっていただいたらどうかなと

か、農作業の応援団、先ほど担い手の皆さんも高齢化になっている。だから農作業の補



助、あるいは農業労働力の不足をカバーするために、町民との交流で農業を守っていく、

そういう仕事もできるのではないかというふうに私は考えますが、そのあたりについての

町長の考え方をお聞きしたいというふうに思います。 

○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。 

 私も農業は経験者でございますので、農業経営というのは大変難しいし、厳しいと思い

ます。そう簡単に農業経営、今の野菜づくり一つとっても、土質から野菜に合っておるか

合ってないか、東員町の土質というのは、水田には合ってますけど、本来の野菜づくりに

は合ってない土質。三和地域は少し合うと思いますけども、神田とか稲部というのは、野

菜づくりには余り適しない土質でございます。だから農家の皆さんは、過去の農業という

のは大変厳しい。労働力も大変ですし、それこそ、そろばんを持ったら採算に合わない、

そんな農家の方はもう考えてみえると思うんです。 

青空市場を開設するというのは、つくっていただく農業の方がなかったらできないわけな

んです。いろいろのことでお願いはしておりますけども、特に露地野菜だけでいけといった

ら、それこそ安いときには野菜をほかさんならんのです。よそが台風とか災害で全滅にな

れば、そのときは高騰します。農業というのは、自然とも絡んでまいりますし、大崎議員が

どれだけ農業というものをご理解していただいているのかわかりませんけど、非常に厳し

いんです。しかも、今、高齢化がどんどん進んでます。担い手の方が若い者では出てこな

いんです。 

その辺は、これから農地をどう守っていくか、どんどん農家の皆さんが農地に作物をつくら

ない。だんだん奨励金もなくなってきております。農地の放棄というんですか、そんな状態

にしては、私はダメだと思ってますので、これから国の方も考えてきております。農地と水

と環境保全向上対策ということで、非農家も含めて、町民の皆さん全体で、水路とか、あ

ぜ草とか共同してやらないと対応できないということで、国も政策を来年度からつけてきて

おりますので、その辺を東員町としてどう支援をしていけるか、一生懸命頑張らせていた

だきます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   町長から答弁をいただきまして、最後の環境農業対策につ

いては同感ですので、昔のようにメダカやカエルやトンボや、そんなのが飛び交う農作地

を守るためにも頑張っていきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 


