
○議長（三宅耕三君） 日程第１「一般質問」を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ７番 掛布まち子議員。 

              （７番  掛布まち子君  登壇） 

 ○７番（掛布まち子君） 私は、発言順を決めるくじびきで一番を引き当てまして、初めて

トップバッターとしてこの６月定例会で一般質問をさせていただきます。 

 質問項目は、「国民健康保険について」「福祉医療助成制度について」「企業立地

奨励金について」の三点です。 

 まず、一点目の国民健康保険についてから町長に質問します。 

 一昨日、税務課から我が家へ町県民税の納付書が送られてまいりました。私の町

県民税は、昨年度に比べてちょうど２倍、昨年８万円だったのが今年は16万７千円と

いう納付書でありました。予想はしておりましたものの、実際に送られてくるとさすが

にギョッとしてしまいました。もちろん税源移譲による所得税から住民税への移し替

分があり、全部が増税ではもちろんありませんが、大変な増税感、圧迫感は否めま

せん。この自民党、公明党が決めた定率減税の廃止による大増税と、高齢者の皆さ

んに対する増税の経過措置が２年目に入るため、２年連続して介護保険料、国保料

の値上げになる人も多く、今年、町民生活は一層厳しさを増してまいります。 

 ところが、こんな時期に東員町は国保料を約６％、一人平均 4,900 円値上げをする

予算を組んでおります。このままでは８月に町民は国保料の値上げで、またまたギョ

ッとしなければならなくなります。私は国民健康保険について２年前の３月議会で質

問し、県内自治体の中で最も高かった東員町の国保料の引き下げを求めました。そ

の結果、一般会計からの繰り入れが、３千５百万円から５千万円に増額され、多過ぎ

た基金も取り崩されて、１７度の国保料は前年に比べ医療分で一人平均約１万円の

引き下げが行われました。介護納付金を含む県内の順位は６番目まで下がり、さら

に 18 年度もわずかに引き下げられてまいりました。 

 しかしながら、下がったと言ってもお隣のいなべ市に比べれば、まだ国保料は一人

当たり８千円も高い状態です。また国保料がサラリーマンなどの健保に比べて約２倍

高いというのは変わりはありません。町民がこんなに苦しい時期に、よりによって負

担感が非常に大きい国保料を値上げすることなどとんでもないことです。今こそ国保

料をさらに引き下げて、少しでも町民負担を軽減するべきではありませんか。 

 次に、国保料の申請減免制度について質問します。 

 これまで何度も取り上げ、要望書としても毎年提出してきた問題です。東員町は急

な売上の減少や廃業、病気、入院などによる収入激減で、国保料が払えなくなった

世帯に対して、いまだに救済手段を設けていません。例えば前年度に比べて所得が

何割落ち込めば、どれだけ国保料を減免するとか、あるいは国保料や年金保険料な



ど払ったら、明らかに生活保護基準以下になってしまうというような所得の少ない生

活困難世帯には、例えば生活保護基準の 1.3 倍以下の収入の世帯だったら、国保

料を何割減免するなどの減免の基準を定めた要綱や規則をきちんとつくるべきです。

そして町民から申請が出されたら、審査のうえで減免するという実行ある減免制度を

つくるべきではありませんか。また生活困難世帯に対しては、窓口で支払う３割の自

己負担分の減免制度、一部負担金減免制度を条例の中にきちんと設け、減免を行う

べきです。 

 さらに今年３月時点での東員町の国保料滞納世帯は 433世帯あり、うち80世帯が

短期証、ほとんどが１ケ月証となっております。そのうちの約 40 世帯ほどは窓口へ

の毎月の国保料納付ができずに、保険証を手元に持たないままとなっており、実際、

病院に行けない状態となっております。医者にかかる頻度が高い母子世帯や子ども、

高齢者がいる世帯に対してはこのような状態に陥らせないように、短期証を交付す

る基準を緩和するとともに、短期証の色を一般保険証の色と区別するという人権無

視のやり方をやめて同じ色とするべきです。この点についても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  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） おはようございます。 

 掛布議員の国民健康保険料の引き下げについてのご質問に、お答えを申し上げま

す。 

 ご承知のとおり、国民健康保険料は医療費の総額により算定されるものでござい

まして、自由に保険料を決定できるものではございません。基本的には医療費の 5

0％を保険料から支出いたしており、医療費が増加すれば必然的に保険料は増加を

いたします。保険料には所得割、資産割、均等割、平等割により計算された額の総

計となっております。40 歳から 65 歳未満の方につきましては、介護保険料も含む保

険料となっております。 

 ご指摘のとおり今回、税制改正によりいろいろな面において影響があることは十分

認識いたしておりますが、国民健康保険制度が相互扶助の精神から成り立っており

ますことを考えますと、税制改正と保険料は全く関連しないものと考えております。年

金にかかる税制改正により被保険者間の保険料については、若干影響があるとは

考えられますが、その総額は医療費総額によるものであります。 



 次に保険料の減免制度でございますが、国民健康保険法に定められており、本町

国民健康保険条例におきまして規定をいたしております。その運用でございますが、

画一的に整理するものではなく、個々の実態に即した対応をするべきと考えておりま

す。 

 次に短期保険証の交付につきましては、東員町国民健康保険短期被保険者証交

付要綱に基づき発行をさせていただいておりますが、その目的にも記載されておりま

すとおり、被保険者間の負担の公平を図るためにも必要なものと考えております。本

年 10 月から保険証が同色にカード化され、短期証の印字のみとなっております。 

 また、生活困窮を理由として一部負担金の減免とのことでございますが、医療費の

一部負担金につきましては、保険医療制度の根幹にかかわるものでありまして、そ

の免除、減額、徴収猶予につきまして、国民健康保険法に規定をされております。そ

の運用につきましても保険料の徴収猶予、減免と同様、個々の実態に即した対応を

するべきと考えており、ご相談などいただければ適切に対応してまいりたいと考えて

おります。よろしくご理解賜り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） 再質問させていただきます。 

 まず、国保料の引き下げを求めてということで、大変気になる答弁がございました。

税制改正があっても国保料とは関係がないようなこと、いうふうに言われましたけれ

ども、国保料の算定そのものにはそんな大きな影響はないわけですけれども、町民

生活が今どうかということ、最初の質問の中でも申し上げましたが、こんなに町民の

生活が大変になってくるときに、それに追い打ちをかける国保料の値上げを今の時

期にやっていいかと、こういうことを申し上げているわけです。 

 自営業者の方は６月にこの住民税がもろに増える。税源移譲と定率減税の廃止が

被さったこの住民税の大増税がさきにまいりまして、所得税分が減るのが来年の３

月の確定申告のときなんですね。それから増税分がさきにドッとくるわけですよ。ちょ

うどそのときに国保料まで一緒に値上がってきたら一体どういうことになるか、お年

寄りがみえたら介護保険料も上がってくる可能性が非常に多いわけですよね。もうた

だでさえ払えないというのに、もう本当に国保料もそして住民税も両方とも滞納にな

る世帯をつくり出すだけ、これを心配しているので、今 

の時期予算で値上げを組み込んでありましたけれども、本算定の時点で改めて値上

げをしない、少なくとも値上げをしない。できたら 18 年度よりも引き下げるような国保

料の本算定にしていただけないかということなんです。 



 今回、私は何人もの、特に自営業者の方から直接お会いをしてお話を聞く機会が

あり、これまでも国保料の高さというものを、自分自身も国保料を払っておりますので

感じておりましたけど、つくづく本当に高い国保料が町民の皆さんを苦しめているん

だなということが実感できました。ある方は１ケ月５万円の国保料を年間 10 期ですよ

ね。一生懸命払っていらっしゃって、何でこんなに高いんかと、今月は本当に仕事が

なくてこのままじゃ払えんと、こうおっしゃっておりましたし、あるいは払い切れずに１

ケ月の短期証になって、毎月毎月窓口まで納めに行 

って、やっと次の１ケ月分の保険証をいただいてきていると、こんなに必死に働いて

いるのに、どんどん必要経費が増えていって、もらえる賃金が減っていって、その間

で自分の生活費が減っていくのに国保料はこんなに高いと、まさに国保料を取って

いかれたら生活できないと、こういう状態なわけです。 

 ある方は、過去に急に仕事が減ってしまった時期があって、そのときに国保料の滞

納ができた。それが今でも積もっていて短期証の状態になっている。こんな方もいら

っしゃいました。ある自営の方のご夫人は、熱が出て家で寝ていたくても仕事を休ん

だら収入が減ってしまうし、仕事を休んだら次の仕事をもらえなくなってしまうので、

無理をして仕事に行かなくちゃならないと、こんなに仕事に追われて儲けは減る一方

だ。このさきの生活を考えると不安で不安でたまらないと、こんなふうにどの方も口を

そろえて国保料が高過ぎるとおっしゃっております。 

 私の計算したところでは、この 19 年度予算で基金からの繰り入れを昨年よりも 4,5

00 万円増やして１億円して、値上げをくい止める努力は昨年よりはされておりますけ

れども、まだ基金と繰越金で１億８千万円ほどはあるはずです。それをもっと少しでも

取り崩して引き下げるということはできないんでしょうか、答弁をお願いします。 

  

 ○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。 

 基本的にさきほどご答弁させていただきましたように、医療費総額というのですか、

医療費に対して保険料をということ答弁をさせていただきました。私はその医療費を

少なくする。どういうことをしたらですね、国民健康保険の被保険者の皆さんがお医

者さんにかからないで元気にして住んでいただける。そんなことをですね、もっともっ

とさせていただきたいと思っております。 

 保険料は、お医者さんにかかった費用は払わないと待っていただけませんので、そ

れでさきほどの基金を取り崩して保険料を引き下げということなんですけど、基金と

いうのは医療費そのものの値上げとか、値上げというか改定とかですね、それから

突発的な流行の病気が出たとか、そんなときにですね、途中で保険料を値上げさせ



てもらうというようなことはできませんので、そんなことのために基金を積まさせてい

ただいておる。基金でございますから余分な基金は私は要らないと思っております。

そのときの状況をみながらですね、どれだけ基金を持つべきか、その辺も私どもとし

て適当な額、値上げを抑えるために基金をどんどん減らせということは私は非常に

危険、次に大きな値上げをせんならん、そんな事態がくると思ってますので、適当な

額の基金というものはやっぱし積むべきと思っております。 

 医療費が、よそと比べてなぜ東員町が保険料が高いのか。医療費が同じであれば

ですね、そんに極端に保険料が高いというのはどこに原因があるのか、その辺をで

すね、私どもとしてはもっともっと精査をさせてもらうというのですか、一般会計から

の繰入をして入れるとか、基金を入れてですね、保険料を値下げをしておる間はな

かなかですね、調整交付金等もいただけない。やっぱしもうにっちもこっちもならんの

やと、当然、確かに高いのはその調整がですね、非常に東員町は少ない。そのなぜ

調整交付金が少ないかということをですね、もう少し研究をさせていただいて、いた

だけるものはいただくということです。そして保険料の値下げにですね、結びつけるよ

うに、今後一生懸命私も勉強させていただきます。私も納得できないんです。よそか

ら比べて医療費が高ければ当然保険料が高くなる。同じような医療費でありながら、

東員町が県下で上位のほうへいっておる。そこは何が原因があるんやということをで

すね、もう少し研究をさせていただきますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 町長が言われましたように、医療費が少ないのに国からくる調

整交付金が少ないために東員町の国保料が高い。そして、ただそれだけではなくて、

その加入者の皆さんには何にも罪がないわけで、医療費をそんなに使ってない。さら

に国が何度も何度も申し上げておりますように、どんどんどんどん国保に対する補助

金や負担金を減らしておりまして、1984 年当時、約 50％国庫負担だったのが、2004

年では 34.5％まで国庫負担が減っている。その分、国保料が値上げになり、町の財

政もその分あおりをくっていると、そういうふうになっているわけです。 

 医療費を少なくする努力とともに、やはり住民の暮らしを支えるという、その原点に

立って国保制度というのを根本的に見直していただきたいと思いますし、来年４月か

ら後期高齢者の医療制度が始まりまして、国保加入者から 75 歳以上が大量に抜け

ます。大幅に国保料、国保の制度というのはガタガタッと変わるわけですね。そのと

きに今まで高い国保料でため込んだ基金が、まだ１億８千万円ほどある。これをこの

まま残しておいていいのか。今崩して還元するべきじゃないかという、そういう視点を

持っていただきたいなと思います。 



 次にいきますが、申請減免制度についてです。お配りをしてありますナンバー１か

らナンバー４の資料のナンバー１を見ていただきたいと思いますが、これは四日市市

の国保条例の中から抜粋してきたもので、１ページの下のところに、第 20 条保険料

の減免とあります。この減免の中に１、２、３、４、５とありまして、１が震災や風水害、

火災などの損害を受けて、著しい損害を受けた者に対する減免、５はその他特別の

事情があると認められる者、東員町の保険料の減免制度は、この１と５しかないんで

すね、条例に。肝心の２、３、４、いわゆる病気とか事業の休止廃業、失業などによる

著しく収入が減少したものに対する減免制度が東員町は持っていない。 

 さらにナンバー２を見ていただきますと、四日市市はこれに基づいて減免の申請書

をきちんと用意し、これに書き込んで申請をすれば審査のうえで減免を行い、実際に

たくさんの人を減免をしております。東員町は条例にも定まっていないし、申請用紙

もない。これでは相談に乗ると言っても申請を出しようがありません。私、４の資料を

見ていただきたいと思いますが、実際に町内で出くわした家庭のことを書いてみまし

た。４人世帯で 70 代、40 代、40 代、20 代の国保加入者が４人のお家なんですけども、

年間の所得これは収入から必要経費を引いた残りということで、課税所得ではなく年

間の所得が 200万円、非常に厳しい、いろんな事情があってこういう状態になってい

る。そこからこの世帯に国保料が何と 25 万円かかっている。計算するとそうなんです

よね、信じられない。 200 万円のところに国保料 25 万円、さらにここから国民年金保

険料を払い、３割の医療費の自己負担分を払い、各種の公共料金や税金を払って

いる。ちょうどこの世帯で生活保護基準額というのを計算しましたら、生活扶助の額

だけで、年間約 201 万円になります。さらに生活保護を受ければ住民税や固定資産

税、国民年金の保険料や上下水道料金の基本料金、ＮＨＫの受信料、医療費や医

療費の保険料は全部免除されます。 

 と言うことは、この家庭というのは一生懸命働いて国保料も税金も全部払っている。

これ払ちゃったらもう完全にというか、払わなくてもですね、生活保護基準以下の水

準になっている。 

もちろんその年間所得というのは生活保護の申請の基準の収入とは違いますので、

全く同じに比べることはできませんけれども、こういう状態なんです。こんな国保料を

払っちゃったら、完全生活保護基準の人に対して減免をしないということが許される

のかと、この世帯というのは法定減免の２割減免にも当てはまらないんですよ。２割

減免も適用されない。けどこんなに国保料がかかっちゃっている世帯ですね、町長ど

う思われますか。 

  

 ○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。 



 さきほどの減免関係ですけども、災害などでございますので、その災害のみという

ことではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それから申請書関係、これ規則委任しておるか、ちょっとそこら担当のほうから答

弁させますけども、氏名、住所、それから納期限とか減免の理由とかいうものを出し

ていただいてくださいよということに今、うたってあると思いますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 それから初めて見せていただいたんですけど、この所得 200 万円ですか、国保料

約 25 万円というものを見せていただきました。この辺の保険料の関係の額そのもの

は、きちっと掌握しておりませんので、この辺もですね、原課のほうから答弁させます

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） 松下忠生活福祉部長。 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） まず、減免の関係についてお答えをさせていただきま

す。 

 減免につきましては、東員町の国民健康保険条例の中でですね、さきほども町長

が言いましたように、災害等により生活が著しく困難になった者という表現でござい

ます。この中にはですね、条例の定めるところによって市町村長の権限において、天

災その他特別の事情がある場合とは、震災、風水害、災害、火災ですね、その他こ

れに類する災害によってということで限定をされております。これいずれにいたしまし

ても担税力のいかんをみてですね、減免することとなっております。 

 それから所得のさきほどの４の資料の中の、その年間所得のことについて担当の

課長から答弁させます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 藤井浩二健康福祉課長。 

 ○健康福祉課長（藤井浩二君） ただいまご指摘をいただきました４番の表でございま

すが、25 万円の国保料については掛布議員の想定されております世帯の所得のき

ちんとした状況がわかりませんので、25 万円というのを仮定としてだけとらえさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

 それと、例えばその生活保護費との年間所得との比較でございますが、私ども生

活保護についてもご相談をさせていただいておりますけども、それはあくまでも個人

の資産とか前年度所得とか預貯金とか、いろんなものが総合いたしまして生活保護

というのは認定をされてまいりますので、短絡的に１年間の所得を比べられましても

なかなかご返事ができないという状況でございます。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） まずですね、その町長の答弁と生活福祉部長の答弁が若干食

い違っているわけですけれども、東員町の条例の中で四日市の条例の 20 条にある

(2)(3)(4) 、いわゆる失業や転廃業、世帯の収入が著しく減少した者というのに対して、

東員町は実際に減免をやってないわけですよ。などというふうにうたわれているとい

うふうにおっしゃいましたが、生活福祉部長のおっしゃったように、実際は風水害や火

災などしか減免はしてないし、その他特別の事情と言ったって、実際に申請用紙もな

いわけです。設けてないわけですから、できないわけなんですよ。これ実績ってある

んですか、減免した実績。所得の減免火災、天災以外の理由で減免したことあるん

でしょうか、実績。お答え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） 再度答弁させていただきます。最後に、またはこれに準ずるとい

う項目もございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 藤井浩二健康福祉課長。 

 ○健康福祉課長（藤井浩二君） 過去の実績で申しますと、平成６年以降の綴りで調査

をさせていただきましたところ、火災が９件、阪神淡路大震災のときに１件、10 件をた

だいまのところ減免申請を受け付けて処理をさせていただいております。 

 例えば答弁の中で、その他のとこというのは、個々の答弁の中にもありますとおり、

個々の事情を調査をさせていただいて、１年間の所得の減額だけではなく、やっぱり

そのお家の能力等すべて勘案させていただいて、保険料の減免はあるのかというふ

うに考えております。よって、現在までそのほかの理由で減免をさせていただいたこ

とはございません。 

 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） 実際、条例にもうたわれず、個々の実態に即してと言われます

が、申請用紙もなく、いろんな国保の制度の説明の中にも、あるいは納付書の中にも



こういう場合は減免できる可能性があるので、言ってきてくださいということも一言も

一行もないわけです。実際に私が窓口に行ったときも、何とかしてくれということです

けど、そんな制度はないということで突っぱねられた。大分前ですけどもありました。

ですから、本当にやる気があるんだったら、四日市のようにちゃんと条例の中にうた

い、申請用紙もつくる、規則のなかで定めてつくるべきだと思います。 

 同じようなことは一部負担金の減免制度も言えます。ナンバー１の上のところに１１

条で、一部負担金の減免猶予ということで、四日市市はちゃんと条例のなかにうたっ

ておりますが、東員町はこの条例そのものも全くない。生活保護基準に食い込むよう

なお家というのは、やはりきちんとこれをやらないと、特に入院などして高額の医療

費が自己負担がかかってくる場合、やっぱりこれをやってあげないと本当に困ると思

いますので、よく十分に検討いただきたいと思います。 

 そして所得が年間所得 200 万円で、国保料 25 万円というのはどうかと言われまし

たけど、実際に計算したらそうなりますので合っております。で生活保護基準と厳密

に一致しない、それは当然でありまして、この家はきちんと働いて頑張って払ってい

るわけです。生活保護の場合はもちろん車がどうのこうのとか、資産がなくなってどう

にもならない場合ですので、厳密に比較はできないんですけれども、例えばこういう

実態で 25 万円をかかっているのが実際であって、この所帯に全く減免制度が適用さ

れていない、これが本当に過酷な実態であることを認識したうえで、行政を行ってい

っていただきたいと、このように思います。 

 最後に、国保料の滞納世帯に対する短期保険証ですが、10 月に一人一枚のカー

ド式になり、今までの変なウグイス色というような短期保険証の色がなくなって、同じ

色に統一される。これは前進であるかと思います。ただ、その実際に短期証を発行さ

れているはずが、手元に届かない。窓口に取りに行けないという世帯の中に、子ども

がいる世帯、高齢者がいる世帯というのが実際にある。この状態を放置しない。ここ

のところをどう改善していくかということについて、きちんとした答弁がなかったように

思うんです。この点についてもう一度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。 

 私からの答えとしては、さきほどのご答弁のとおりでございます。町のほうに短期

保険証を預かっておる、それを被保険者の方にということでございますので、そのこ

とにつきましては原課のほうから答弁をさせていただきます。 

  



 ○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） 短期証の発行でございますけれども、この６月１日現

在で 27 世帯出しておりまして、80 人ほどが該当しております。その中にはですね、お

っしゃるようにお子さんのある家庭、お子さんと言いましても中学生、高校生なんかも

その家庭というのですか、母子家庭の関係ですね、その家庭が２世帯ございますけ

れども、いずれも中高生で、該当は中高生であるということでございます。 

 高齢者のところはちょっとつかんでおりませんけれども、そのほかにですね、７世帯

ほどの母子家庭もございますけども、これは普通の一般の家庭だというふうに聞い

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） 子どもがいる世帯、中高生と言ってもですね、修学旅行に行っ

たりとか、いろんなことがあるわけですね。保険証がないと手元にないと本当に困る、

ないということになると本当に困ると思うんです。10 月から一人一枚のカードになる。

赤ちゃんからお年寄りまで全部一枚ずつカードになるということであれば、この短期

証の１ケ月証になっているお家でも、例えば本当の乳幼児、そして高齢、そして子ど

もにだけはきちんと１年分の保険証を交付すると、こういう措置も救済という意味で、

健康保持という意味で考えていくべきではないかと思うんですが、その点については

どうでしょうか。 

  

 ○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） 短期証を出させていただいておるご家庭につきまして

は、やはり滞納してられる。そういう家庭でございますので、私どもとしてはその月々、

事あるごとにですね、納付の相談とか、その家庭の状況なんかも調査をさせていただ

きたいと思いますし、それからご指摘のような乳幼児、子どもですね、子どもさんのあ

る家庭につきましては、その都度の相談において、これは出さないかんということで

あれば、その納付の額が、その月の納付の額がいくらであろうと、それは臨機応変な

形で出させていただいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 掛布まち子議員。 



 ○７番（掛布まち子君） 東員町は、ほかの自治体のような資格証という全くの保険証取

り上げということを一世帯もやっていないということは、以前から評価をしておりますし、

短期証ということで滞納の回収に職員の方も非常に努力をしていてもらっているとい

うことは、十分承知をしております。無理無体なことをしないで、きちんと温かい対応

と、そしてしかもそもそも滞納を生む原因が一般サラリーマンの健保に比べて２倍も

高い国保料、そして生活保護を割り込むようなところにも、こんなに高い国保料を課し

ているという、この算定の仕方、仕組みそのものがおかしいということから、始まって

いることをしっかり認識して温かい対応を求めたいと思います。 

 次に、大きな二点目に移ります。 

 福祉医療助成制度について、生活福祉部長にお尋ねをいたします。三重県の生活

保障室と県内各市町の福祉担当課長でつくられている、福祉医療費助成制度改革

検討会において、平成 20 年度の県単独福祉医療費助成制度の見直しに向けて、県

の方針が提案されました。私はこれまで検討会の場では、窓口無料化の実施などの

制度改善と拡充について検討されているものとばかり思っておりましたが、全く逆に

次々に改悪の方向が打ち出されたことに怒りと驚きを覚えます。 

 県の提案にあります心身障害児医療の助成については、これまでなかった精神障

害者も通院のみ対象に加えること、乳幼児医療費助成については県事業の対象を

就学前まで段階的に拡大すること、この二点については前進方向として評価をいた

しますが、三つ目にあります給付と負担の公平性の観点から、三公費ともに 400 円

程度の一部負担金を導入する。入院時の食事代は給付の対象外とする。現物給付、

すなわち窓口での無料化は導入しない。この三点についての方針は住民負担を増

加させ、住民の強い要望を無視するものであり、全く納得がいきません。 

今後東員町としてどのように対応していくのかをお尋ねいたします。 

  

 ○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） 掛布議員の福祉医療制度についてのご質問に、お答

えをさせていただきます。 

 福祉医療助成制度につきましては議員もご承知のとおり、県及び市町が協力し、

公的医療保険制度による医療費負担の軽減を地方公共団体独自の地域福祉施策

の観点からさらに補完するものとして、対象者の状況に応じた支援を行っているもの

であります。乳幼児医療給付では、県の基準が通院は４歳未満の乳幼児を、入院は

義務教育就学前児童となっておりますが、本町におきましては通院、入院とも９歳年

度末まで助成をさせていただいております。 



 心身障害者医療給付では、県の基準が身体障害者で、その等級が１・２級及び３

級となっていますが、本町におきましては４級までの方を対象として助成をさせてい

ただいております。 

 一人親家庭医療給付では、県の基準が 18 歳未満を扶養している一人親家庭等の

父または母及びその児童となっておりますが、本町におきましては 20 歳未満まで助

成をさせていただいております。また心身障害者、一人親家庭等医療給付につきま

しては、所得制限の限度額も県の基準より加算をさせていただいており、福祉医療

費全般におきまして基準を緩和し、運用させていただいております。給付の基準、内

容等につきましては、現在まで医療保険制度、あるいは関連する社会保障制度等の

動向や、改革方針との整合性を図りながら、制度設計の見直しがなされてまいりまし

た。 

 このような中、急激な少子高齢化の進展と、国と地方の財政構造改革など、社会

経済情勢の大きな変化に適切に対応するとともに、国の医療制度改革や障害者自

立支援法の施行等を踏まえ、三重県では昨年４月に福祉医療費助成制度改革検討

委員会が設置され、現在まで作業部会、検討会を開催し、検討協議が行われている

現状でございます。 

 ご指摘の窓口無料化とか現物給付制度につきましては、現在の検討委員会では

導入しない方向で提案が検討なされております。県による理由といたしましては、前

回の制度見直し時に、県内について病院からの領収証明方式を導入していますが、

これにより自動償還となり、その前後で心身障害者に１割強、その他の対象者に２

割強の助成額の増加がみられていることから、対象者の利便の向上に相当の効果

をもたらしていると考えられます。 

 また、現物給付の導入につきましては、現在より３割から５割程度医療費の増加が

確実視されるとともに、また現物給付の導入の影響による医療費上昇分につきまし

ては、国からの交付金が入らないため、減額分を一般会計から繰り入れる必要があ

ること等のマイナス面も多く、引き続き国に国保補助制度の改善要望を継続して行う

等、現物給付方式に向けた諸条件の整備を進めることとし、当面、現在の領収証明

方式、自動償還を継続することといたしております。 

 本町といたしましては、従前から皆様にもご説明申し上げておりましたとおり、現物

給付について実施するよう強く要望しておりますが、他の市町の状況をみますと、か

なり困難かと考えております。県といたしましては市長会、町長会にも同様の説明を

行うとのことであり、今しばらくは実施は困難かと感じております。 

 しかしながら、今後も事あるごとに要望活動をしてまいりたいと考えておりますので、

ご理解くださいますよう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） 東員町が県内でも福祉医療費助成制度について、最もとは言

いませんけども、最もに近いぐらい一番先進を切っているということは評価をしたいと

思います。ただ、この県の出してきました、次々のこの改悪の方向、これに東員町も

乗っかって、県が改悪をしたら東員町も改悪するんかと、例えば一部負担金を導入す

るのか、入院の食事代を給付の対象から外してしまうのか、この点についてはっきり

答弁を求めておきたいと思います。 

 もう一点ですが、ついでに聞きますが、時間がなくなってきたので。窓口の無料化

です。全くこう全国で例えば子どもの医療費無料化については、もう過半数６割、７割

近い都道府県で窓口無料化が行われているのに、国がとんでもない方向違いの国

民健康保険への調整交付金を減額するという、本当にひどいペナルティを課してき

ているとか、あるいは現物給付になったら医療費が増加するというような、住民の本

当に利便性を無視したようなやり方で、現物給付をやらない方向というのは、非常に

県の姿勢というのは問題があると思います。東員町として強く要望しているという答

弁には安心しました。 

 ただ、ほかの窓口無料化を全県的にやっていたところ、都道府県を調べておりまし

たら、例えば埼玉県とか富山県などは、一部の積極的な住民の願いに応える自治体、

あるいは地域がまず先進を切って窓口無料化をし、そっから順番県内のいろんな自

治体に広がって、県全体で窓口無料化になったという、そういうふうになっております。

県がやらなきゃ一歩も東員町は進まないんじゃなくて、例えば東員町、桑名市、いな

べ市、木曽岬だけでもまず周辺の病院と協定を結んで、まず三重県の先進を切って

窓口無料化をする。こういう気概はないんでしょうか、 

その点についても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） まずご質問の中で一部負担金でございますけども、一

部負担金を 400 円程度導入する、このことにつきましてはやはりこの心身障害者の

福祉医療制度だけではなしに、ほかの制度でも一部負担金が出てきておるような現

状から、これはやむを得ない方向ではないかなというふうに考えます。 

 それから窓口無料化につきましては、私どもはできるだけ無料化にしてくださいとい

うことで、県のほうに要望しておりますけれども、ただ、この東員町一町だけでそのこ

とをするということは、この地域の特性といたしまして、この地域は非常に交通の便も

よろしくて、いろんな病院さんもございます。町内外、あるいはその四日市、あるいは

津など、この多岐に広がった病院に通える位置でございますので、私ども一町でで



すね、この窓口無料化というのをすることはとてもできません。やはりやっていただく

なら県全域で同時にやっていただくと、三重県内が同じ手法になるというようなことか

ら、今後もですね、その窓口無料化については、県のほうに要望していきたいと考え

ております。 

 あとちょっと、答弁のほう残っておりますけども、担当の課長からさせますので、よ

ろしくお願いします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 藤井浩二健康福祉課長。 

 ○健康福祉課長（藤井浩二君） 食費の一部負担のことが残っておるかと思いますが、

食費の一部負担につきましては、障害者自立支援法、または介護保険法等が施行さ

れまして、現在、入院の方の食事負担につきましては、個人負担のほうにどんどん移

行されておりまして、その辺を鑑みますと食事負担につきましては、個人負担として

いただくべきかなというふうに考えております。よって、県から提案をされました食事

負担につきましては、まだ検討中でございますが、その意向であれば致し方がない

かなというふうに考えております。 

 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） 負担増も致し方ないとおっしゃいますが、大変障害者の方にと

っても、ほかの一人親家庭にとっても、これまで以上に厳しい中、本当に何のために

福祉医療助成制度があるかという根幹が問われる問題だと思いますので、追随する

のではなく、東員町独自の対応を求めたいと思います。 

 次にいきます。企業立地奨励金について町長にお尋ねをいたします。町長は、か

ねてから企業誘致を図るために東員町においても奨励金制度を創設したいとの意向

を表明され、開会日の所信表明においても工場誘致に努力し、財政基盤の確立と雇

用の創出に努めると述べられました。担当課によれば、現在他の自治体を参考にし

ながら、細部の検討を行っており、９月議会ないしは 12 月議会には条例案が提案さ

れるのではないかとのことでした。そこでまず、どのような条例案を予定しているのか、

中身をお尋ねします。 

 企業立地を促進するための補助金支出の例では、大手電気メーカー、シャープの

液晶テレビ工場を亀山に誘致するために、三重県が 90 億円を、亀山市が 45 億円と

いう全国的にも破格の補助を行っています。近隣では内容は違いますが、一事業者

に対して四日市市が限度額10億円、鈴鹿市・桑名市が限度額３億円、朝日町でも限



度額１億円の同様の条例を設けております。政府がまとめました 2006 年版の「もの

づくり白書」は、近年、企業誘致に対する補助金の大型化が進展していると指摘して

おります。 

 ところが一方で白書は、補助金の大型化が必ずしも企業誘致に有効とは言えない。

こう指摘し、企業が立地環境として重視しているのは、高度技術人材の確保、市場

への近接性、原材料入手の便、関連企業への近接性などであるとしております。東

員町が立地奨励金を検討するに際し、他自治体における条例制定の成果、例えば

財政基盤や雇用の創出、地域経済の活性化、市民生活向上の成果などについてど

う検証し、東員町の条例制定に生かそうとしているのかをお尋ねいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） ただいまの企業誘致奨励金についての質問に、お答えをさせて

いただきます。 

 本町の持続的な発展、町民の雇用機会の増加を図るためには、企業誘致は最重

要課題の一つと考えるところでございます。企業誘致を行うために企業誘致促進に

関する条例や、奨励制度を制定し企業誘致に取り組んでいる自治体もございます。

私どもにおきましても企業の自主的な進出、設備投資を待つのではなく、積極的に

誘致を進められるよう制度の導入が必要であると考えております。現在、他の市町

の事例やその効果について調査研究をさせていただいているところでございまして、

本町としての企業誘致条例、奨励制度をまとめてまいりたいと考えております。 

 中身につきましては、今、調査研究をしておるとこでございますけども、適用条例、

例えば優遇期間、業種なども十分研究させていただきまして、奨励制度の導入を図

ってまいりたいと考えております。時期につきましては、12 月議会にご提案をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 発言時間が少なくなっております。 

 掛布まち子議員。 

 ○７番（掛布まち子君） 慣れないトップバッターということで時間配分を間違いまして、

肝心のこれからしっかり質問しようと思ったんですけど、時間がなくなってきましたの

で端的に申し上げておきたいと思いますが、その優遇条例、恐らく固定資産税の減

額とかそういう面を考えてみえるのかと思うんですけども、規模は全く違いますけれど

も亀山市がシャープに対して、亀山市一市だけで45億円という補助金を支出しており

ます。それは入ってくる固定資産税額の９割を 15 年間、45 億円に達するまで返して



いくというそういうものですけれども、実際それでどういうことになっているかということ

を調べて、本当にがく然とする状況です。 

 ９割入ってくるうちの１割だけ手元に残して９割分返す、９割損したなというだけで済

まず、実際地方交付税の算定の際には全部入ったとみなされますので、実際は 7

5％ですけども、その分、地方交付税が減っていっちゃうんですね、どんどん。ですか

ら実際二重の打撃を受け、亀山市は財政調整基金をどんどん取り崩してシャープに

補助金を 44 億円ぐらいですか、補助していると、そういう状況が現時点までの状況

であります。 

雇用の面でも大半が、半分以上が派遣請負です。従業員 3,400 人のうち 1,800 人

が派遣請負で正社員 1,600 人、そのうち一体地元亀山市で新規採用された人が一

体何人だったか、市の答弁によればたった 21 人。大半の正社員は天理市から社内

異動してきたシャープの社員。一体 45 億円も市が補助金を出して 21 人しか亀山で

地元雇用が創出できなかった。さらに今、大量の下請け従業員で亀山市は非常なア

パートの建設ラッシュなど大変なことになっております。是非とも十分な検討のうえで、

この企業の誘致条例というものを考え、東員町のまちづくり、東員町らしいまちづくり

の方向を忘れないで取り組んでいっていただきたいと申し上げて、一般質問を終わり

ます。 

  

 


