
○議長（三宅耕三君） 次に、１３番大崎潤子議員。 

（１３番大崎潤子君登壇） 

○１３番（大崎潤子君） 今回、定例議会におきまして４点の一般質問を行います。明確な

る答弁をお願いをいたします。 

まず最初に開発について、平成１３年３月に作成されました東員町都市計画マスタープ

ランによりますと、平成２２年に人口３万人、平成３２年には３万２千人を目標とし、その目

標達成のために新たな生活拠点として東員駅北部一帯の地区で土地区画整理事業に向

けての調査等が始まり、昨年度は２，１６５万７千円を計上しました。１９年度も１，７７５万

４千円を計上いたしております。昨年の暮れに「東員中央区まちづくり検討会」が設置をさ

れ、まちづくりニュースがホームページに掲載されていましたが、その経過と内容をお尋

ねしたいと思います。 

２点目は、調査区域３０ｈａを区画整備をして住宅地とするならば、１千戸で約３千人ぐら

いの人口増との話も聞きましたが、今、特に神田地区においてはミニ開発が進んで人口

が増えています。そのうえにこの開発が進められていくならば、地区内の人口格差が広が

り、新たな問題も生じてくると思います。特に子どもたちの学校環境の問題です。 

１７年度に神田小は増築をいたしました。東員保育園、神田幼稚園も満員状態です。こ

の地域で人口増となれば、それに対応する施設も考えていかなければなりませんが、そ

こでどのような「まちづくり」を考えてみえるのか、お尋ねをしたいと思います。 

３点目は、平成１７年１１月にまちづくりに関するアンケート調査がありました。調査地域

とその周辺地区に居住する世帯、及び調査地区内の土地所有者７５０人の配布で回収は

３２２、４２．８％となっています。そのなかで農地として利用したい、また農地として土地を

貸したいの割合が、３２．７％と高い比率を示していました。農業以外は５３％となっていま

した。 

農業政策も大転換され、今、大変な時代に入りましたが、農地として頑張っていきたい

と農業を守る皆さんの心に熱いものを感じました。しっかりと農業を支えていくべきだと考

えますが、町長はこの数字をどのようにとらえていらっしゃいますでしょうか。 

４点目は、長深地区におけるイオン進出の件です。昨年６月議会において、「まちづくり

３法」が改正され、巨大店舗を郊外に出店することを禁止する法律の適用の前に、すり抜

けを図るものだと指摘をいたしました。そこで特に深夜営業により住民への深刻な影響、

何よりも子どもたちへの影響、事前の情報提供を義務づけ、地元住民への説明、自治体



との協議を経て、合意を得る仕組みづくり、大規模な農地転用で農地が１０町歩潰れる。

景観が失われるなどを質してきました。それから９ヶ月が経過した今、１０月までに開発許

可の得る方向に協議が進んでいるとも聞いていますが、現状はどのようか。また今後、特

に大切な住民への情報提供はどのように進めていかれるのか、以上の４点について町長

にお尋ねをいたします。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

（町長佐藤均君登壇） 

○町長（佐藤均君） お答えをさせていただきます。 

まず１点目の東員駅周辺の開発に関しましてのご質問でありますが、当該地区は総合計

画において、だれでも住みやすい定住の場づくりと人口３万人構想を受けて、都市計画マ

スタープランにおいては新たな生活拠点と位置づけております。 

そこでその目標を達成すべく国の補助を受けて、土地区画整理事業調査を行っている

ところでありまして、関係者に対する意向調査を踏まえ、現在、調査業務に必要不可欠な

地権者、地域関係者にお集まりをいただきまして、まちづくり検討会を組織し、昨年の１１

月に第１回の検討会を開催させていただき、問題点、課題点の洗い出しや将来のあるべ

き姿などの議論がなされております。 

ご質問にございましたように学校問題に限らず、さまざまな視点で検討しなければなり

ませんので、先ほど申し上げましたまちづくり検討会における問題点、課題点を十分に精

査し、新たな市街地形成を構築してまいりたいと考えております。また、当初当該地区に

おいて実施した意向調査のなかには、このまま農地として利用したい旨の回答もあります

が、あくまで地域地権者の意向を重視したまちづくりを進める考えであります。 

次にイオンの開発についてでありますが、現在、地域地権者のご同意をいただき、東海農

政局と精力的な協議を重ねているところでありまして、農業振興地域の除外と、さらにそ

の開発許可が得られるよう進めてまいりますが、当然、その間に計画に対して自治会、Ｐ

ＴＡ等地元をはじめ、関係機関と協議することが必須でありますので、今後の諸手続きの

流れに応じて、当然イオンからも情報提供をしていただきますので、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） 町長から答弁をいただいたんですけれども、町長として、あの地

域を仮に土地区画整理組合がどういう形で町が主体となるのか、あるいは組合をつくって、

その整理組合をつくられるのか、あるいは全く民間がそういう整理組合をつくられるのか、

そういう方法三通りあると思うんですけれど、そのあたりの答弁もしていただきたいし、そ

れとあわせまして町長として、その整理組合を確立をして、あの地帯にどんなまちをつくり

たいのか、そういう思いが全然見えてこないし、伝わってこないというふうに思うんですよ

ね。現在は美しい田園地域、そのなかに東員駅の界隈に民家があるし、六把野の方へ行

けば住居も密集はいたしておりますけれど、やはり基本は区画整理というのが手段であっ

て、目的はこんな東員町にしたいがために、皆さんといろんな協議をして、だからあの地

域を区画整理をして、東員町の町長がさっきおっしゃるような生活拠点にしたい。そういう

ものが全然、今の説明のなかでは見えてこないというふうに思うんですね。 

ただ、確かに「まちづくり検討委員会」を設立をし、そのなかで今お話を進めてもらって

いますということですけれど、町として町長としてどんなまちづくりを描いていらっしゃるの

か、お尋ねをしたいというふうに思います。 

○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。 

考え方としては人口３万人構想とか、３２年のときには３万２千人構想とかということでで

すね、町の中心市街地というのですか、東員町としての中心の新しいまちづくり、要する

に新たな出会いと良好な定住の場づくりと申しますか、そんな場所をつくっていきたい。当

然、そこには東員駅ができましたので、それも含めてですね、今現在東員町にはない新し

い定住のできるまちをつくっていきたい、そんな思いでございます。当然、そこには商業施

設も入ってまいろうかと思いますし、商業施設をつくっていくということは、そこで近くで買

い物もできる。 

そんな新しいまちをつくっていきたいという思いでございますので、よろしくお願いをした

いと思います。 

ただ、手法といいますか、このあとですね、どんな事業で、どうしていくか、それは今、皆

さんといろいろ協議を重ねておるなかでございます。土地区画整理組合をつくっていくの

か、民間でしていただくのか、行政が主体になっていくのか、そこらまではまだ入っており

ません。 



まず地権者の皆さんがそういうことに対して、ご理解をいただけるかいただけないかの、

今いろいろ詰めをやっておる段階でございますので、まだそこまでは行っておりませんの

で、よろしく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） 町長に答弁をいただいて、今、町長は手法については今後の課

題というか、そこまではいってないということでしたが、その先まちづりくについてはやっぱ

り人口３万人の定住、基本的には宅地造成という形で理解をすればよろしいでしょうか。

住居になるならば、さっきおっしゃったように商業施設も必要でしょうし、一方で、そこにそ

ういう一定の大きなエリアができるということになりますと、先ほど来、お話しているように

学校の問題がすごく大きくなってくると思うんです。学校に限らず保育園や幼稚園の問題

ですけれど、そういうものをひっくるめて、そういう問題点についてはどのようにお考えに

なっておりますでしょうか。 

○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。 

学校の問題、午前中からいろいろ神田小学校のことについてはご議論をいただいており

ます。 

このことがですね、今やろうとしておることが、直ちにできる状態ではございません。ま

だわかりませんけど、数年後あとでございます。そういうことでいくとなってからですね、そ

れから工事が始まり、工事が終わって入居が始まってくると思いますので、現在、六把野

とか鳥取で開発されてみえる、今先ほど申し上げました戸建てで７７戸とか、集合住宅で３

３戸と言うてますけど、これはもう入居がぼつぼつ始まっております。だからその方たちが

子どもさんを持ってですね、東員町へ新しく来ていただいた方、その方たちは当然ここが

始まる時点では、小学校等は抜けておると思います。少子化の波が来ておりますので、

必ず子どもは減っていくと思います。新しい住民を迎えないと多分人口は減ると思います。

子どもも減ると思います。 

そのへんを見てですね、その次にこの開発をしていきたいということでございますので、

そのことが直ちにですね、神田小学校がまた増築とか、パンクする状態には私はならない

と思うてますので、この新しい開発というのですか、定住の場づくりを進めていかないと、

東員町の新しい未来はないということで、これからそういう方向で進ませていただきます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 



○議長（三宅耕三君） 大崎潤子議員。 

○１３番（大崎潤子君） 町長のおっしゃることはよくわかりましたし、今、スタート時点に立

ったので、これから協議を進めていき、そして手法については考えていきたいということで

した。 

その区画整理ということになれば、町全体がこう変わっていくわけですよね。今まである

従来のまちづくりに比べたら、あそこに例えば１千戸の仮に住宅ができたとしましたら、も

のすごく様変わりをするわけですよね。だからそういうプランといいましょうか、こんなまち

づくり、そういうのをやっぱり事前に、今の段階でわかることはきちっと住民に情報を提供

していただきたいというふうに思います。 

そして先ほど「まちづくり検討委員会」のなかで、今いろいろな話を進めているということ

でしたが、この「まちづくり検討委員会」とはどういう構成でやられているのか、きちっとした

位置づけ、その協議会的なものなのか、そのあたりはどうでしょうか。 

○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

○町長（佐藤均君） 「まちづくり検討委員会」のメンバー、そういうことの選んだもとと申し

ますかね、根拠。そのへんについて担当の部長の方から説明をさせます。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） お答えをさせていただきます。 

今回の東員中央の地区のまちづくりの関係でございますけれど、その検討会ということ

で、その地域のなかに土地を持っておられる方、それからその周囲に住んでみえる方、そ

ういった方々に入っていただいての検討会ということで、ご理解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） 大崎潤子議員。 

○１３番（大崎潤子君） 検討委員会のちょっと人数はわかりませんけれども、基本的には

周辺地域の方や、そこに土地をお持ちの方の皆さんで、この検討委員会が始まっている

ということで、理解をしていきたいと思います。 



そしてこれがホームページに２号までは、確か内容が載っておりましたけれど、その後に

ついても何らかのホームページだけでなくて、やはりこれだけの用地ですので、これだけ

のことですので、何らか違う方法でまた町民の皆さんに目に触れるようにしていただきた

いなというふうに思います。 

そして前年度から調査委託が始まりまして、今、まちづくり基本調査と区画整理事業調

査、区画整理促進調査、こういう３つの調整をして初めて都市計画決定の方向に行くとい

うふうに思うんですけれど、現在どの段階まで予算内で終わっているのかどうか、そのあ

たり総務部長にお尋ねをいたします。 

○議長（三宅耕三君） 近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤洋君） 今、ただいまお答えをさせていただきましたように、アンケート調

査、それを実施をさせていただきまして、それの分析、大崎議員お持ちであると思います

けれど、それの分析をさせていただいておるところでございます。 

それと平成１９年度につきましては区画整理の設計とか、それから地区の境界測量と

か、そういったものを平成１９年度に進めていきたいということで、現在考えておるところで

ございます。以上でございます。 

○議長（三宅耕三君） 大崎潤子議員。 

○１３番（大崎潤子君） 区画整理、東員駅開発については準備段階でいろんな形で調査

の情報提供をきちんとしていただきたいというふうに思います。 

そしてこの開発についてジャスコの件ですけれど、町長は今、農政局との協議中である

ということで、その過程において自治会やＰＴＡ等協議をしていきたい。イオンからのいろ

いろな説明もそのあたりにあるのではないかということをおっしゃっておりましたが、何より

もやはり私たちが危惧するのは、あそこは子どもたちがたくさんいる地域ですので、その

あたりをきちっと協議をしていただきたいし、本当にイオンが来ることによって地元の活性

化、雇用が出てきて、本当にこの東員町にお金が落ちてくるといいましょうか、税収が入る

ということは前回の６月議会のときに答弁をいただいたんですけれど、そのあたりもイオン

とシャープとかそういう大きな企業との比較はできませんけれど、いくら大きな大手の企業

が来ても地元になかなか反映をされないという点もございますので、そのあたりもう１点き

ちっと確認をして、次の問題に入りたいと思います。 

○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。 

イオンの関係はですね当然、今、農振農用地の削除の関係で除外の関係で農政局と詰

めておる段階でございますけど、それの許可が下りるのを待っておりますと、開発許可が

間に合いませんので、同時に進めるということで開発行為の方へ入らせていただいており

ます。 

当然、その開発行為のなかに事前審査なんですけど、そのなかに当然子どもたちの問

題とか、地元自治会、近隣の問題とか、いろいろの面、安心・安全の問題、いろいろなこと

がきちっとクリアしないと開発許可はおりませんので、そこらへんを今詰めておるところで

ございます。 

当然、そのイオンさんとの協議のなかでは、地元雇用というのですか、地元の皆さんの

雇用優先も当然私どもとしてはイオンの方へ申し込んでおりますし、そのへんもきちっと地

元の皆さんとですね協議をしながら進めていくということでございますので、よろしくお願い

をしたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 大崎潤子議員。 

○１３番（大崎潤子君） きちっと協議を進めていただいて情報提供をお願いをして、２点目

に入りたいと思います。 

２点目は、高齢者への負担軽減への手立てについて、昨年の６月住民税が増税になり、

全国の市町村の窓口に高齢者の苦情や相談が殺到しました。これは公的年金控除の縮

小や老年者控除の廃止、住民税の高齢者の非課税限度額の廃止という３つの税制改悪

の結果です。高齢者の負担増は所得税や住民税だけにとどまらず、国保料や介護保険

料、医療費自己負担額などにも影響する大変なものとなっています。 

この負担増はこれで終わったわけではなく、昨年に所得税や住民税が課税された人に

ついては、２００７年度に定率減税が全廃になるために税額が増えます。また住民税、国

保料、介護保険料は３年かけて段階的に負担額を上げていく経過措置がありますので、

この適用を受けている場合は２００７年、２００８年と負担増が増えていくからです。限られ

た年金収入で生活をしている高齢者にとって、負担増は少しでも軽減できないのかという

ことが切実な問題になっています。既存の税や保険料の軽減制度を活用するだけでも、

人によっては負担がかなり減る場合があります。制度の存在が住民にきちんと知らされて

いなかったり、仕組みか複雑で、かつ本人が申請しないと利用できないようになっている

ことが多いため、払わなくてもいい税金を払っている場合も少なくないと考えます。 



そこで、高齢者の負担軽減のために申請をすれば税が安くなる場合があることや、国

保料や介護医療費が控除の対象になること、介護認定を受けている場合には、障害者の

認定を受けられる場合もあること、国保料や介護保険料に減免措置があること、また年金

の扶養親族等申請書もきちんと提出することなど高齢者に周知することが、とても重要だ

と考えます。情報提供や周知の方法はどのようでしょうか、お尋ねをいたします。 

２点目は、障害者控除について、今年度障害者控除対象者の認定は７５名と聞いてい

ます。 

現在、介護認定の切り替え時期に確定申告における要介護認定者の障害控除につい

てのチラシを同封し、認定制度の存在を住民に知らせていただいてます。この認定者７５

名の認定比率が高いのかどうかはわかりませんが、以前よりこの制度が周知をされ、大

きく前進したのは事実です。地域によっては要介護１、２で認定を受けているところもあり

ます。厚生労働省の通知でも要介護認定で要介護１、２、要支援、自立と判断された方の

なかにも、障害者に相当する場合があることを認めているわけでございます。要介護２以

下は駄目というような態度は厚労省の通知にも反すると思います。認定者の介護度など

の現状と対象者の拡大を強く求め、高齢者対策特命監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） 大崎議員の高齢者福祉についてのご質問に、お答

えをいたします。 

まず、障害者控除の認定者の現状と対象者の拡大をということでございますが、現状

は２月末時点で８０件の申請があり、うち７５件を認定いたしたところでございます。これに

つきましては先ほど大崎議員が質問のなかで言われましたように、介護認定を受けられ

た方に被保険者証の発送の際、確定申告における要介護認定者の障害者控除について

というお知らせを同封し、周知を図っているところでございます。 

また、対象者の拡大ということでございますが、障害者認定の基準のことと思いますが、

本町といたしましても同じ介護認定審査会のいなべ市と同様、国の示している認定基準

に基づき認定いたしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

次に、申告と税に関する情報提供についてのご質問でございますが、これにつきまして

は税務署のチラシ、町ホームページ、広報とういん、プラムチャンネル等活用し、広く住民

の皆様にお知らせしているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

よろしく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） 答弁をいただきましてありがとうございます。 

障害者認定については、基準は国のとおりに行うということをおっしゃっておりますけれど

も、是非今の、現在の８０件の申請があったわけですけれど、その申請内容ですね、介護

度１の方が何名、要するに介護度３の方が何名、そういうふうにもう少しきちっと、７５名の

どういう介護度であったのか、そのあたりの調査も今後必要ではないかというふうに思い

ますので、是非調整をしていただきたいし、確かにこういう形で認定書の切り替えのときに

いただいております。是非、介護度１、２の方でも地域によってはきちっと特別障害という

形で認定をされている方がいらっしゃいますので、そのあたりの調査といいましょうか、研

修という形も是非進めていただきたいというふうに思います。 

やはり先ほど来申していますように、大変高齢者の負担というのが増えてまいりました。

税や国保料や介護保険料のみならず、医療費も昨年の１０月に改悪をされてきておりま

す。ですから、そういう意味で年金生活者の皆さん、少しでもお金を出さないで済む方法

はないのかしら、そういう手立てを求めていらっしゃるというふうに私は思います。 

先ほど税や保険料をまとめていただきまして、ホームページ、プラムチャンネル、広報、

そういうところで税の申告のときのチラシ、窓口に置いてあるわけですけれど、そういうと

ころで周知をしているということをおっしゃっておりましたが、確かにそういう形で周知はし

ていただいておりますが、高齢者の皆さんにとってきちっと目を通すことができない場合だ

ってあるというふうに思います。ですから老人会の集いとか、元気老人サロン、ありとあら

ゆるそういう高齢者の催しもののときにお出かけいただいて、いろんな意味で情報を提供

していただきたい。そういう方法もあるのではないかというふうに思いますが、そのあたり

について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。 

先ほどの最初の介護度の件ですね、それにつきまして、要介護度によりまして障害者の

認定ということではございませんので、私ども先ほど７５名の認定をしたと言いましたけど

も、そのなかには要介護１の方も見えますし、２の方も見えますし、当然３、４、５の方も見

えます。 

そういうことでございます。 



それからいろんな場へ行って情報提供をということでございますけれども、できるだけそう

いうような形をとらさせていただきたいと、当然、専門的なところまではそれぞれの部署に

よって違いますので、私どもの関係する部署の専門的といいますか、そういうようなことに

つきましては、先ほど言われましたような場でですねお知らせをするなり、そのようなこと

につきましては検討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） 高齢者の負担増については、税とか保険料とかそういうのも関係

いたしますので、ちょっと総務部長に税に対しての皆さんへの周知方法といいましょうか、

きっとプラムでやりました、何でやりましたということになるというふうに思うんですけれど、

もっと申告の時期になったときに、小さな単位での説明会とか高齢者だけを対象にという

ことにはいかないと思うんですけれど、そういう相談があったときには、すぐ対応はしてい

ただいてはいると思うんですけれど、そこに来れない方だっていらっしゃるし、もう少し本当

にこれだけ負担が増えて皆が四苦八苦している。そのなかに情報提供する側として、何

かもっといい方法が私はあるように思うんですけども、もちろんさっき言いましたように老

人会に出かけていただく、元気老人サロンに申告が近くなったら、税の時期になったら出

かけていただく方法も１つやというふうに思いますけれども、その税の負担増に対して、そ

の高齢者にどのような税率を下げるわけにはいかないんですけれど、ほかに何かいい手

立てというか、こういう方法で東員町はこれからやっていきたい、そのへんのことがありま

したら是非答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○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。 

先ほども特命監の方からお答えをさせていただいておりますけれど、これは通り一遍のこ

とになるかもわかりませんけれど、やっぱり税サイドで考えておりますと、やっぱり町のホ

ームページ、広報とういん、プラムチャンネル、そういったことがどうしても、時期的にいろ

んなことで重なってくる時期ですので、そういったことが中心になってこようかと思います。 

それと先ほど特命監の方から、それぞれの認定とかそういった際に、その確定申告の

障害者控除等についてのお知らせをするということで、答弁させていただいておりますの

で、やっぱりその税サイドでみますと、対象範囲は相当広くなっておりますので、できれば

そういうそういった部門部門での広報ですか、お知らせというか、そういった方が一番有効

であろうかと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（三宅耕三君） 大崎潤子議員。 



○１３番（大崎潤子君） ありとあらゆる情報網、あるいはお知らせの方法の手立てをつく

っていただいて、先ほど来申しているように本当に負担増で困っている、そういう皆さんの

ための手立てを講じていただきたいというふうに思います。たまたま新聞を見ていましたら、

税制改悪で福祉後退の世帯に非課税と同じ扱いをしますよという形で、これは鳥取県の

境港市ですけれど、そういう情報も流れておりますので、そんなところも調べていただいて、

なるべく今の税負担が少しでも軽くなるような方策を講じていただくことをお願いをし、３点

目に入ってまいります。 

３点目は、就学援助制度について、一人親家庭が増えるなかで特に母子家庭の平均

所得は諸手当も含めて一般家庭の４割程度、厚生労働省の調査でもこれは２００４年です

けれど、母子世帯、暮らし向きが大変苦しい、１７％。やや苦しい、２８．４％と回答してい

る調査もございます。子どもを抱え安定した正規の職に就くこともできず、低賃金の仕事

をしている方もあるわけでございます。就学援助制度は義務教育は無償とした憲法２６条

など、関係法に基づいて経済的理由で就学困難な小中学生のいる家庭に、学用品、入学

準備金、給食費、医療費などを補助する制度です。実施するときはその費用の半分を国

が補助していましたが、２００５年度小泉内閣の三位一体改革の強行で補助金が大幅に

削減をされ、国の補助金は生活保護法による要保護世帯に限り、それ以外の準要保護

世帯については用途を限定しない地方交付税交付金にしてしまいました。 

景気が上向いたとの報道もありますが、これはごく一部の大企業であり、多くは収入減

のなかで必死に働いています。制度が変わった。財政が大変などの口実で対象者を絞り

込まないように、また適用基準や支給内容の改悪をしないように強く望みます。また自治

体によっては独自の補助項目を増やしたり、支給額を国の基準に上乗せをしているところ

がございます。是非当町でも考えていただくよう、教育長の答弁を求めます。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 大崎議員のご質問にお答えをいたします。 

就学援助について、学校教育法では経済的理由により就学困難と認められる学齢児

童、生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えることになっております。国は市

町村が実施する就学援助事業のうち、要保護者に対して行う事業に要する経費について

は助成は行われますが、準要保護者に対して行う事業に要する経費につきましては、平

成１７年度から交付税算入が行われ、補助が廃止されました。 

就学援助の受給者は経済状況の変化、一人親家庭の増加などにより全国的に増加傾

向を示しています。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



従前の認定基準に基づき、学用品や給食費などの支給額を引き下げることなく事業を進

めておりますが、一人親家庭への加算については考えておりません。 

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） 大崎潤子議員。 

○１３番（大崎潤子君） 答弁をいただきました。就学援助で教育長は困窮と認めた場合に

おいては、基準を引き下げてないということをおっしゃっておりましたので、是非それはき

ちっと守っていただきたいんですけれど、一人親の家庭についての加算はないということ

ですが、先ほど申しましたように、やはり大変厳しいなかで頑張っているお母さんがいらっ

しゃるわけですので、そのあたりは是非考えていただきたいというふうに思います。 

午前中にも同僚議員から、入学するときにこれぐらいのお金がかかるということをおっし

ゃっておりましたが、要るわけですので本当に大変な、小学校に比べたら中学生は大変な

金額になり、また高校に行けばもっと大きな金額になるというふうに思います。ですからそ

のあたりもきちっと考えていただきたいなというふうに思います。 

そしてこの就学援助制度ですけれど、今はどういう形で皆さんにお知らせというかな、し

てらっしゃるのか、是非これは、この制度をやっぱり積極的に父母が申請をしていただく、

そしてそれができるかできないかは教育委員会サイドでお決めになることだというふうに

思うんですけれど、こういう制度があります。是非活用くださいということで、その前回は広

報に載せていただいたんですけれど、教育委員会サイドが全学校にそういうチラシを配布

するといいましょうか、是非、入学時のときに配っていただきたい。こういう制度もあるから

大いに活用してください。それも１つの一人親家庭やそういう皆さんへの援助の方法の１

つの手立てだというふうに思いますが、そのあたりについてお尋ねをいたします。 

○議長（三宅耕三君） 石垣征生教育長。 

○教育長（石垣征生君） 議員おっしゃるようなですね、形での周知につきましては行って

おりますし、それ以外に、学校の先生方に十分この制度をご理解いただいてですね、先生

方の方からも保護者の方に働きかけをしていただくような、そういう体制をとっております

ので、ご理解いただきますように。 

○議長（三宅耕三君） 大崎潤子議員。 

○１３番（大崎潤子君） そうしますと学校単位で、それぞれ学校単位で周知をされるという

形で理解をすればいいのかなというふうに思うんですけれど、私は教育委員会サイドとし



て全学校にそういうチラシというか、知らせる文書を出していただけないのかなというふう

に思っておりますので、そのあたりもちょっと研究をしていただきたいなというふうに思いま

す。 

そして一人親家庭の件なんですけれど、これで２００８年には児童扶養手当も大幅に削

減をされてきて、いよいよもって大変になるわけでありますので、東員町の財政状況が非

常に悪い、そういうわけではなくって大変良いわけでありますので、ですから是非そのあ

たりもきちっと加味していただくように熟慮していただきたいことをお願いをいたしまして、

４点目の質問に入りたいと思います。 

４点目は、農業について、自公政権は戦後の農政のあり方を大きく転換をし、一部の大

規模農家や法人、集落組織だけ農政の対象にし、多数の中小零細な農家や産地を政策

対象から排除する品目横断的経営安定対策を中心に本格化してきました。 

一方、安全な食糧の安定供給と農村の健全な発展に対する国民の要求は一層切実に

なっています。昨年の１２月２１日に公表された総理府の調査でも、食糧自給率の向上を

８０％の国民が望んでいます。政府は昨年１１月末までに品目横断対策の一部である秋

まき麦を生産し、収入減少緩和対策に参加する生産者は４３道府県で、２万４，６４６の認

定農業者、そして３，０５４の集落営農組織が加入を申請をし、作付け計画面積は２４万３，

８８５ｈａで、作付け予想面積の９０％と発表しております。さて、今年４月には米、春まき小

麦、大豆など他の対象作物の申し込みが始まりますが、当町ではどのようになっているの

でしょうか。 

２点目、農地・水・環境保全向上対策を品目横断対策とともに、農政改革の二本柱の１

つとしています。生産体制が担い手を限定するのに対し、農地や農業用水などを社会共

通の資本とし、集落ぐるみで保全する活動を援助し、農地の荒廃や環境の破壊を防ぐとし

ています。集落で協定を結びことを条件に、１０ａ当たり水田４，４００円、畑２，８００円、草

地を４００円支援します。国が半分、残りを自治体が出すことが条件です。昨年モデル地

区であった三和エコ隊の活動状況と、今後の方向性について伺います。 

３点目は、地域農業を守る手立てとして、（１）農業生産の担い手を幅広く位置づけ、専

業的な経営はもとより、兼業、複合経営、高齢者などその条件に合った生産を大事にする

こと。 

２つ目、生産物の販路を拡大するための努力と協働を広げること。産直や地産地消の

取り組み、農業農産加工の開発普及、学校給食や公共施設での理由、地域の小売店と

の協力など、３点目、地域経済、産業政策の柱に農林漁業を位置づけ、加工、利用の地



場産業と一体で推進、振興を図ること。自治体の産業政策はややもすると公共事業や企

業誘致が力が入っていますが、地域資源を活用する視点を強く持たせることが重要にな

っています。大規模経営しかモデルのない国の政策、計画づくりが押し付けられている今

こそ、地域の実態に合い、地域の知恵を結集した、地域農業の振興計画を自治体でつく

る取り組みを提案をし、建設部長の答弁を求めます。 

○議長（三宅耕三君） 太田利孝建設部長。 

○建設部長（太田利孝君） 大崎議員からの農業についてのご質問に、お答えをいたしま

す。 

まず１点目の品目横断対策につきまして、水田農業をめぐる情勢は将来の担い手が不

足し、耕作放棄地が増加するなど、今後の水田農業の維持振興が難しくなってきておりま

す。国は平成１９年産以降の新たな水田農業政策として、経営所得安定対策大綱を決定

いたしました。 

その１つに、品目横断的経営安定対策が位置づけされております。ご質問の本町にお

ける取り組みの状況についてでございますが、一定の要件を満たした認定農業者２１名と

集落組織として２つの組合から、平成１９年産秋まき麦を対象とする国への加入申請が提

出されたところでございます。現在の申請面積によりますと、麦が１９２．６ｈａと、大豆が８

０．７ｈａを作付けする見込みであり、町内のほとんどの作付けに対応ができました。これ

は各農家組合及び担い手農家のご理解、ご協力によるところでございます。 

続きまして２点目の環境保全対策として実施した三和地区の報告と、今後の方向性の

ご質問ですが、平成１８年度国のモデル地区として指定され、事業費２００万円の交付金

を受けて、三和地区長深地内の水田４５．３ｈａと、畑０．３ｈａ、計４５．６ｈａを実験地域とし

て三和エコ隊による活動が実施されました。活動内容としましては、農道及び用排水路の

維持管理として草刈り作業や水路清掃、及び簡易的な水路補修と竹炭を排水路に設置し、

水質浄化に役立てております。また農道の余剰地に花壇を設置、環境活動を実施いただ

きました。今後、引き続き平成１９年度以降も三和地区全域の農用地約２００ｈａの区域で

実施していただくよう、準備を進めております。 

次に３点目の地域の農業を守る手立てについてのこ質問ですが、本町の農業は米づく

りを中心に営まれてまいりましたが、先ほどの品目横断的経営安定対策や、新たな需給

調整システムにより水田農業には課題があります。今、全国的にも若者をはじめ、期間的

農業後継者が減少し、農業地域の高齢化、過疎化が進行しております。農業就業人口も



減少し、近い将来には高齢化は農業の重要な担い手であると申しても過言ではないと思

われます。 

このような現状のなか、意欲と能力がある担い手を確保育成していくことが、地域農業

の活性化において重要であり、ゆとり、やすらぎ、生きがいをもって安全に働ける生産条

件が求められるところでございます。現在、認定農業者や農作業の受委託で基幹作物の

生産対応を図りつつございますが、団塊の世代の離職、あるいは兼職希望により新たな

就農者による農業の参画、また土に親しむ機会や作物をつくる喜びの提供と、農業技術

指導教室などを企画し、多様な担い手の確保、育成を模索してまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。以上です。 

○議長（三宅耕三君） 大崎潤子議員。 

○１３番（大崎潤子君） 建設部長から答弁をいただきました。時間がありませんので、是

非、先ほど最後の方で部長がおっしゃったように団塊の世代に光を当てていきたい、ある

いは土に親しんでもらうということをおっしゃっておりましたので、是非そういうのが絵に描

いた餅じゃなくて、少しでも前進できるような形でその政策を進めていただきたいというふ

うに思います。 

それともう１点、群馬県の富士見村というところが地産地消の村宣言という形で、農業を

全面的に推し進めていこうという形で、こういう村宣言をつくって地産地消を進め、地元で

とれたものは学校給食に使ったり公共施設、ここで言えばふれあいセンター、そういうとこ

ろで使っているところがございます。是非そういうことも研究を重ねていただいて、この東

員町で本当にどんな地域農業がいいのか考えていただきたいし、建設部の産業課だけで

考えるのではなく、もっと広い範囲で皆さんのお知恵をお借りしていただきたいということ

をお願いをいたしまして、終わりといたします。 

 


