
○議長（川杉美津江君） 一般質問を続けます。 

 13 番 大崎潤子議員。 

              （13 番  大崎潤子君  登壇） 

 ○13 番（大崎潤子君） 今期、最後の議会となりました。私は次の４項目の質問

をいたします。 

 １点目は企業立地について、２点目は行財政改革、３点目は福祉医療費

助成について、４点目は農業についての質問をいたします。明解なる答弁を

お願いをいたします。 

 まず最初に企業立地について、11 月７日の議員全員協議会で担当課から、

瀬古泉工専地域内、元スギヤマ砂利の跡地に２企業、エバ工業と八千代工

業が進出する説明を受けました。そのときに企業立地促進条例案の説明も

あわせて受けました。その内容は、対象企業は投下固定資産総額が３億円

以上、かつ新規雇用者数 10 人以上の製造業者、新増設した操業開始日以

後に施設等の土地家屋償却資産に対する固定資産税額の４分の３相当額

を奨励金とし、３年間３億円を限度に交付しようという内容です。 

 この条例は、今 12 月議会に上程の予定でしたが、議案書に載っていませ

んでした。説明のときは来年１月に条例施行と力説してみえましたが、12 月

議会上程を断念された理由をお尋ねいたします。 

 ２点目は、奨励措置が産業経済の振興のためと言いながら、最低ランクで

も新規の雇用者数が 10 人以上であることとなっており、既存の中小企業は

交付の要件を満たさず、該当するのは新規企業だけではないのでしょうか。

１社に３億円限度額も固定資産税を負けてやるとは、東員町の財政規模と

しては大盤振る舞いではないのでしょうか。桑名市でも同額の３億円、朝日

町は１億円、いなべ市や菰野町においては企業への奨励金制度はありませ

ん。常設、設備投資の余裕のある大手に破格の奨励金よりも、現実に我が

町で頑張っている中小企業や零細業者への支援こそ必要と考えますが、い

かがでしょうか。 

 ３点目、イオンや新規２企業の税収の見込額と地方交付税との関連で、試

算された額はどのようか。試算の結果で３億円出すことが可能と判断された

のでしょうか、お尋ねをいたします。 

 ４点目、（仮称）東員ハイブリッドパーク計画、11 月の説明のときには保安

林の解除に問題があると聞いていましたが、その後どのようになっています

か。またイオンについても当初計画では 10 月ごろ工事着工となっていました

が、現段階でどのようになっていますか。地元の方から地権者以外の方にも



是非地元説明会を開いてほしいという声を聞いています。町長の答弁を求

めます。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） 大崎議員の企業立地についてのご質問に、お答えをい

たします。 

 まず、１点目の 12 月定例会に議案として上程を予定しておりました、企業

立地促進条例についてでございますが、条例作成を行うにあたりまして、先

進的にこの条例を導入し、企業立地を行っている他の市町への調査を行い、

効果などについて検証を行いました。 

 その結果、本町の財政面からの奨励金額の規模、将来的に本町にもたら

す効果、企業にとって本町への立地につながる制度であるかなど、今一度

時間をかけて検討する必要があるとの判断をいたしたものでございます。 

 ２点目の企業への奨励制度は、進出企業への優遇策とのご見解でござい

ますが、既に私どもに進出が予定されている企業は、奨励措置を行うことで

本町への進出を決めていただいたものではございませんし、この制度の目

的は就労の場を確保し、町の将来の発展に資するということでございます。 

 ３点目の長深地区に進出が決まりましたイオンと、進出を予定されている

企業の税収見込みでございますが、それぞれの土地については評価額の

予測を立て、税額を把握することはできますが、現時点で建物や設備の内

容が決定をされておらず、建物、償却資産等の見込みを算出するまでには

至っておりません。見込額の算出が可能となった時点に算出をいたしまして、

ご報告を申し上げたいと思います。 

 ４点目の中小企業への応援対策につきましては、町における中小企業の

経営安定が保てるよう、町商工会と連携しながら考えていかなければならな

いと思っておりますので、ご理解いただきますようお願いを申し上げます。 

 ５点目の弁天山東部に計画をされております、仮称でございますけど、東

員ハイブリットパークの進捗状況でございますけども、県より 11 月 29 日付け

で開発許可が行われました。現在は開発許可基準に従いまして、細部にわ

たる打ち合わせ等を行っていると聞いております。 

 また、長深地区へのイオン出店計画でございますが、同日付けと言います

のは、先程のハイブリットと同じ 11 月 29 日ということでございます。県から許

可が行われました。現在の進捗状況は地権者との土地賃貸予約契約を締

結するために地権者の説明会を行い、造成工事着手に向けて事務作業を

進めているところでございます。 



 先程のハイブリットの関係の保安林ですか、保安林の関係は当然保安林

の部分の面積は残すということで、調整をしているところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 答弁をいただきました。町長は立地促進条例について

は、他の市町での調査、効果とか規模等について研究をするために、今 12

月議会は断念をしたということですけれど、この最初のときに、12 月に議会

に上程をするということをはっきりおっしゃっておりますので、それを前提にし

ていろんな角度で企業立地促進条例について、部内で議論がされたのでは

ないのでしょうか。そのあたりについてはいかがでしょうか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） この奨励金制度につきましては、当然もっと以前からい

ろいろ検討の指示は出させていただいてきたんですけど、現実にいろいろ条

例を作成して、ある程度進んだ段階でですね、果たして東員町の財政規模に

とってこの奨励金、今つくった案をですね、実際将来に向けてちょっと疑問点

も出てまいりましたので、改めて再度精査する、もう少し規模を小さくしたらど

うかとか、そんなこと等も含めて次の時点、いつ出すか、極端なこと言うと止

めるか、その辺も含めて今、一生懸命議論をさせていただいておるところで

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（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 今、町長は奨励金の規模も含めて議論をし、断念する

こともあるかもわからないというようなことおっしゃっておりますが、そしてそ

の中で今、疑問な点もあるということでしたが、どんな疑問点でしょうか。企業

立地については私どもも全面的に悪いとはいうふうには考えておりませんが、

今、町長が何か疑問点がある。じゃその金額が３億円というのが非常に高か

ったのか、今の大変厳しい経済状況の中で優良な一企業に３億円出すとい

うこと、それと対応してあとで言います行政改革の問題で、町民への負担と

いうのがあるわけですけれど、そういう観点から今回はこの上程を見直され

たのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 



 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 東員町のその財政規模にとって、私どもがつくった試案そのものが、少し４

分の３というようなことも出ておりますので、そういうことが少し大きいんと違

うかということとですね、非常に東員町の場合は地理的に恵まれておる、他

所の桑名市とかつくっておりますけど、今回の進出企業さんはですね、そう

いう奨励金のないということはもう知ってみえて、どんどんそれでも取り引き

というのですか、東員町にそういうような工場用地がないかという問い合わ

せ等はきておりますので、非常にこう恵まれておるというのですか、そんなこ

とで現在の進出企業さんはですね、そんなことなしに進出ということを決定し

てきておりますのでですね、立ち止まって幹部と協議をしていきたい。そんな

思いでおりますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 将来的なことも含めて、もう一度一から議論をし直すと

いう今、町長の答弁でしたので、本当に固定資産税を４分の３負けてやるの

がいいのかどうなのか、そのあたりも町民の暮らしとあわせてきちっと研究を

していただきたいというふうに思います。 

 先程、門脇議員の中で将来的には不交付団体を目指したいということです

が、企業ばかりの誘致ではやはり景気に大変左右されまして、昨年度のよう

な形で税収が減って、一般会計から基金を崩さなくてはいけない。そういうよ

うな状態にもなりますので、やはりバランスの取れた町政運営ということを、

きちっとやっていただきたいというふうに思います。 

 それとあわせまして、八千代工業が来るというふうには思いますが、11 月

末に記者会見を開きますという全員協議会の場での発表でしたが、その記

者会見が取り止めになりましたが、そのことについてなぜ取り止めになった

のか、私たちはその来る八千代工業の内容といいましょうか、そういうことは

その時点で記者会見があった後に、皆さんにお知らせをしますということでし

たが、その点について町長に答弁を求めたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 記者会見をやる等のことについては、私は承知をしておりませんけども、

私の思いではきちっとした情報発信というのですか、そんなことをしてケジメ

をつけたいという思いは実はあったんですけど、八千代工業さんのほうから



幹部の方が見えまして、東員町に進出をさせてもらうことを決定させてもらい

ましたという挨拶はありました。 

 そんなことで実はこの県も中へ入っておりますので、県のほうからそんな格

好、将来的にどうされるんか、町単独ということやなしに、県としての立地の

発表、そんなことも今のところあるんかないんか、それもわかりませんけど、

もう少し具体化した時点であるのか、その辺は今のとこはございません。 

 私の思いとしてはやはり町民の皆さんにもきちっと情報発信できるというこ

とから、そういうことを県のほうへお願いせえという指示はさせてもろたんで

すけど、県のほうが今のとこはない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（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 八千代工業が東員町に進出するということは決定とい

うことですので、最後にその八千代工業、エバ工業が来ることによって、大型

車による荷物の搬入等通勤者の増等で交通の渋滞をすごく心配しますし、

現実、県道山城線については大変混雑をいたしておりますが、新たな道路整

備計画とかそういうことが必要になるのではとか、そういう考えを持ちますが、

その点についての答弁を求めたいと思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 今、念仏橋の南北、八千代さんは北側になるわけなんですけど、あの付近

の渋滞というのは昔の山城穴太線、今現在では四日市東員線というのか、

東員四日市線というのかちょっとわかりませんけど、そんなことになっており

ます。 

 そんなことであの道路を、非常に中上地区とあの駅付近で渋滞をしておる

ということで、根本的に対策を考えてもらいたいというお願いは、毎年させて

いただいております。しかし、なかなかその南北線についてはですね、計画

すらどうしたらええんか、今の状況では持っていきようがないと計画路線を、

ということで計画がありません。 

 ただ、東西線だけは東員大安線というのが桑名の方向であの念仏橋の南

詰めで、あれを真っ直ぐ抜けていくやつですね、あの工事を近々かかってい

ただける。当然、念仏橋はポケットというのですか、右折ポケットもつくると、

あの中央の橋みたいな格好で、そんなことで大きな工事は今年から一応は



かかっていただける、そんな段階でございますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） イオンの問題とか弁天山の開発については、その都度

きちっと情報を住民に提供していただいて、住民の合意のもとで進めていた

だきたいというのと、イオンについては、是非地元の説明会を開いていただく

よう要望いたしまして、二点目の質問に入りたいと思います。 

 ９月議会でも質問いたしましたが、自治会長会で協議事項となっていた３

件についての、この間の経緯と対応について伺います。防火施設の管理、

防犯施設の管理、緑地管理の推進です。 

 ２点目は、人体の火葬料委託について、11 月７日の議員全員協議会の場

で説明があり、これも 12 月議会に上程したいという報告を受けました。議員

の中から企業立地に３億円、町民の火葬料無料から１万円に引き上げるこ

とはけしからん。町民の暮らしを守るべきだなどの声が上がりました。今議

会に断念された理由は何でしょうか、今までどおり無料として守っていただく

べきだと考えますが、いかがでしょうか。 

 ３点目、県内 29 市町の中でも健全財政の東員町であります。それにもか

かわらず改革の中身は住民サービス切り捨て、負担増となって、住民福祉

の向上を最大限に尊重する姿勢が欠けていると思います。町として情報公

開、説明責任、事務事業の見直しや費用対効果、財源の重点的、効率的配

分による健全化など内部努力を一層進めることだと思います。町民への負

担増で国の悪政の影響に乗り切るようなことはいかがかと思います。 

 ４点目、町民との協働によるまちづくりを進めるためにも、町民ばかりの負

担を求めるのではなく、国、県への働きかけにもっと力を入れるべきだと思

いますが、どうでしょうか。 

 ５点目は、体育施設等の使用料についても９月議会で総合型スポーツクラ

ブ準備会の中で協議しているという答弁でありましたが、町民の自主的サー

クルの活動を抑えることのないように、会議の開催や出されている意見等に

ついて伺いたいと思います。答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 行財政改革についてのご質問に、お答えを申し上げま

す。 



 本町の持続的な発展を遂げるため、行財政改革を進めるには、私ども行

政はもとより住民の皆さんにご負担を願わなければならないこともございま

して、まずは自治会長会にて消火栓ボックスの取り替えの労務提供、防犯

灯の電気料金及び修繕費用の負担、笹尾・城山地区の高圧線架や外周緑

地の管理について協議をいただいております。 

 消火栓ボックスの取り替えの労務提供につきましては、地域も汗を流そう

とご理解をいただくことができ、来年度からご無理を申し上げることといたし

ております。防犯灯につきましては電気代の４分の１と螢光管の取り替え全

部を地域でとお願いを申し上げております。改革の実施計画では本年度中

に協議を完了し、来年度から実施とさせていただいておりますが、もう少し時

間をかけて平成 21 年度実施に向け、理解を得られるように進めてまいりた

いと、自治会長会でも申し上げております。 

 笹尾・城山の緑地管理につきましては、２つの自治会から好感触を得てお

りますものの、すべての自治会の足並みが揃うのは困難かと思われますの

で、取り組みいただける自治会からとお願いをいたしております。 

 議員ご指摘のとおり、行財政改革の必要性につきましては、自治会長会で

もご理解をいただいております。本町はこれまで類似団体や市町村平均と

比べると、財政運営は健全であります。 

しかしながら、国の構造改革による地方交付税制度の見直し、国庫補助金

の整理、合理化が行われているところでございます。私どもといたしましては、

全国地方６団体を通じてなど、財政力の弱い地域への十分な配慮をと訴え

てはいますものの、地方財政を取り巻く環境は厳しさを増すばかりでござい

ます。 

 このような状況下、入りを計りて出を制すことにより、今後 10 年間程度は

健全財政を維持することは可能と推測されますけど、少子高齢社会への突

入より、これまでと同じような考え方では持続的な発展は遂げられません。

厳しい財政環境が予測される中、足腰のしっかりしたこの時期に行財政改

革実施計画に掲げております事項を、重点的に行政内部の効率化はもとよ

り、住民の皆さんの英知とエネルギーを集結しながら、住民皆さん同士が協

力し、行政と協働した新しいまちづくりを目指す必要があると思っておりま

す。 

 これまでも行政情報の共有に努めてまいりましたが、改革にご理解を得る

ため、今後もあらゆる機会を通じて情報発信を行っていく必要があります。

地域へお邪魔をさせていただき、町政全般についての懇談会も必要ではと

考えております。 



 次に斎苑使用料の有料化につきましては、社会施設使用料の見直し時期

と歩調を合わせて実施をいたしたく、また特に料金につきましても十分検討

をしたいと考えております。 

 体育施設の使用料につきましては、次の三点を考慮しながら、見直しを行

いたいと考えております。１点目は受益者負担の原則という点でございます。

サービスを利用する方としない方との負担の公平性を考えたとき、利用され

る方に応分の負担をしていただくことにより、利用しない方との均衡が図れ

るものと考えております。この受益者負担の原則に照らし、使用料を適切に

見直すべきと考えております。 

 ２点目は、施設間及び町内、町外利用者とのバランスを図るという点でご

ざいます。同種の施設の中で使用料に差があるものについては是正をさせ

ていただき、また近隣の市町を見ますと、町内・町外の利用者に対し使用料

の差を設けているところがほとんどでございますので、この部分を見直した

いと考えております。 

 ３点目でございますけど、わかりやすい料金体系という点でございます。使

用区分を可能な限り統一し、住民の皆さんにわかりやすく基本的に１時間単

位に見直したいと考えております。 

 体育施設使用料の見直しは単に財政上の理由だけではなく、近隣市町や

町内の同種施設との均衡を図り、使用区分の明確化により、使いやすい施

設を目指す見直しでございます。よろしく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（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 答弁をいただきました。自治会長会との協議になってい

る３点については一定合意がされている部分と、20 年度の実施が 21 年度の

実施へ先送りをされた。これについてもやはり町長がきちっと自治会皆さん

の合意を得たいという方針でしたので、是非そういう姿勢を貫いていただい

て、いろんな形で協議をして本当に歩み寄って、これなら誰もがＯＫできる、

そんな状況というのをつくっていただきたいというふうに思います。 

 それで２点目の人体の火葬料ですけれど、社会施設の使用料に合わせて

考えていきたいということですが、この火葬料についてはやはり金額も加味

をするということですが、私どもは本当に一回だけのことですので、今まで現

行どおり無料、東員町にとっての素晴らしい政策を残していただきたいという

ふうに考えておりますが、現時点で町長は１万円ではなくて、どの程度考え

ていらっしゃるのか、無料の線というのは全くないのかどうか、お尋ねをした

いと思います。 



 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 火葬場の使用料でございますけど、無料というのはいかがなものかなと、

やはりいろいろ今までの経緯も十分承知をさせていただいております。そん

な中でございますけども、今の時点で将来に向けて考えますと、有料化をさ

せていただきたい。そんな思いでおります。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 火葬料を有料化にいたしましても、そんな金額的に入

になるわけではありませんので、いただいた説明の中で大体 150 から 160

体ですので、金額的の入は 150～ 160 万円ぐらいではないかと思いますの

で、そうしますと本当に東員町の財政規模からすると、全く微々たるパーセン

テージになるわけですので、そのあたりについてはもっともっといろんな角度

で町民の皆さんのお声を拾っていただきたいという思いでございます。是非

無料になる方向でお願いをしたいというふうに思います。 

  先程町長は行財政改革、今の時点、あと 10 年は健全です。だけどその先

を思うと今の足腰のしっかりしているときに、いろんなことをやって町民の皆

さんの意見を聞きながら、協働で進めていかなければならないということを

おっしゃいました。確かにそのとおりだというふうには思います。ですが、行

財政改革は町の財政事情だけから出発して良いのでしょうか。確かに 10 年

先、15 年先は団塊の世代がドッと団地で増えてまいりまして、高齢者率も高

くなるそうですけれど、本当に財政だけ、お金だけの面で考えるのが、出発

するのがいいのか。それよりも町民参加で町民の暮らしや要求から出発をし

て、本当に真に必要なサービスが何かを見極めながら、改革を進めていく必

要があるというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

 ○議長（川杉美津江君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 今、新聞報道で盛んに報道されておりますけど、第２期の地方分権改革、

これが２年後には多分出されると思います。その中で当然議論されておりま

すのは、道州制をはじめ、もう一段の合併等も視野に入っております。今の

いろいろの皆さんのご意見を聞かせていただきますと、合併ということは考

えられない。今、東員町は、多分他所の町と比べ、市と比べても東員町が悪



いという部分はもうわずかと思います。多分東員町が一番今のとこええと思

います。 

 合併という段階では、隣の町と比べて悪くなるわけですわね。東員町が今

一番現在ええということでございますので、そうするとこれをずっとやってい

けということは、もう合併もずっとするなということに、私は結びついていくと

思います。やはり 10 年後になった時点、多分地方分権の第２期改革等を通

じて、道州制も私は 10 年前後で必ず入ってくると思います。そのときには東

員町だけの単独では到底やっていけない。そんな時代が必ずもう目の前に

ぶら下がっております。もう一段の何らかの形で大きくなる。そうしないと行

政がやっていけない。もっともっと権限移譲が下へ降りてきて、町村でやる

時代というのですか、そんな時代が必ず私は来ると思います。 

 そのときになってですね、じたばたしてもなっともならない。そんな思いでお

りますので、当然、それには意識改革とか人材育成とかいろいろあろうと思

いますけど、今、一生懸命議論をして、将来に向けてきちっとした足腰の強

いまちづくりをしていきたい。そんな思いでおりますので、これからも皆さんと

一生懸命議論をしてですね、より良い町をつくっていきたいと思いますので、

財政も含めていろいろと議論をさせてもらい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（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 是非、いろんな角度から情報を提供していただき、積極

的に地域懇談会、住民との懇談会を持っていただいて、いろいろなお声を聞

いていただくことを要望して、３点目に入りたいと思います。 

 現在、乳幼児の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歳以上が３割負担ですが、国の医療制度の改正により、平成 20 年４

月から就学前まで２割負担が拡大をされ、就学前までの子どもの医療費が

軽減されます。 

 また、三重県が行っている福祉医療費助成制度で、自己負担分の半額が

補助される制度がありますが、この制度についても今年の４月の一斉地方

選挙の県議会で、総合的な子育ての支援策及び乳幼児医療費助成拡大の

拡充に関する請願が、全会一致で採択されるなどの後押しを受け、平成 20

年９月より通院分の医療費助成も就学前まで引き上げられる予定でござい

ます。 

 本町では大変進んでおりまして、小学校３年まで医療費が無料でございま

す。しかし、県当局は福祉医療助成制度の抜本的な見直し作業を進め、自

己負担の導入をしようといたしております。見直しの前進面は精神障がい者



保健福祉手帳１級の通院助成、乳幼児医療の通院の年齢拡大、就学前ま

で。一方、後退面は今まで医療費が無料であった乳幼児・心身障がい者・一

人親家庭の医療費助成制度が一律２割負担を導入しようとする点です。医

療費の自己負担額を８割しか助成しないというので、無料化に逆行する改

悪です。 

 もう一点は、入院時の食事代は助成の対象外とすることです。11 月 28 日

から始まっている県議会においても、５人の県議がすべて福祉医療費助成

制度の問題を取り上げ、２割の自己負担導入を再考するよう求めています。

この一部負担の導入の中止を求めたいと考えますが、いかがですか。 

 また、子育て世代を支援するために、再三再四質問してきました。窓口の

無料化と無料化年齢を小学校卒業まで拡充することです。愛知、岐阜をはじ

め、約７割の都府県が窓口無料です。財布の中身を心配せずに必要なとき

に病院に行けるよう、是非窓口の無料化を要望いたします。 

 来年度の医療費制度改正により、町負担が約 800 万円減ります。これを

使えば医療無料の年齢を小学校卒業まで拡充できると思います。暮らしぶ

りは物価の高騰などで大変です。子育て世代の支援、また他市町から我が

町に移り住んでもらう施策として考えていただくよう、強く要望し、生活福祉

部長の答弁を求めます。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

            （生活福祉部長  松下  忠君  登壇） 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） 大崎議員の福祉医療についてのご質問に、お

答え申し上げます。 

 まず、一点目の福祉医療助成制度の見直しについての一部負担金の導

入の中止をとのご質問でございますが、医療費助成の目的は低所得者が

経済的理由によって、医療機関への受診が抑制され、症状が重度化したり、

手遅れになることのならないように、必要に応じ安心して適切な医療を受け

れるようにするものであります。 

 乳幼児医療費助成については、子育て家庭の経済的負担の軽減を図り、

地域における子育て環境の整理を推進し、心身障がい者医療費助成並び

に一人親家庭医療費助成は、所得に比べて医療費負担の大きい心身障が

い者、一人親家庭の父母、その児童の健康の保持増進を図ることを目的と

して実施されています。 

 今回の県の一部負担金の導入は、県の助成額の増加と財政状況、国の

社会保障制度において給付と負担のバランスから、受益を受ける人から一

定の負担を求めるようになっていることなどを踏まえ、社会福祉医療制度の



持つ意義に配慮しつつ、助成制度の維持を図るために全対象者に対して導

入するものとされております。 

 県におきましては、ただいま開催されております県議会に、福祉医療費助

成制度の改革として一部負担金の導入、乳幼児等対象者の拡大を提案をさ

れており、平成 20 年９月からの実施を考えているようでございますが、本町

といたしましては、近隣市町の動向も考慮し、慎重に対応してまいりたいと

考えております。 

 次に、２点目の窓口での無料化と、年齢の引き上げを小学校卒業まで拡

大できないかとのご質問でございますが、まず窓口での無料化でございま

すが、現物給付を導入いたしますと、医療費の増加が３割から５割程度確実

視されることや、現物給付の導入の影響による医療費上昇分については、

国民健康保険特別会計において国の交付金が減額となり、その減額分を一

般会計から繰り入れる必要があるなどのマイナス面も大きく、引き続き国に

国保補助制度の改善要望を行う等、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を継続していくこととしており

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ますとおり、現物

給付についての制度化をするよう、県に強く要望しておりますが、他の市町

の状況を見ますと、かなり難しいかと考えております。 

 また、乳幼児医療費の年齢引き上げについての件でございますが、県下

でも２番目の高水準でかなり充実した助成内容であり、今しばらくは現状で

まいりたいと考えておりますので、よろしくご理解いただきますようお願い申

し上げます。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 生活福祉部長から答弁をいただきました。現行、近隣

の市町の動向を配慮したいということでしたので、多分一部負担金について

は明確にやるとも、実施しますとも、中止しますとも答弁なされませんでした

が、この一部負担金を町が負担して今までどおり福祉医療費助成制度を存

続すると、調べていただいて１千万円ぐらいということを聞きました。県が一

部負担を持ち込んでも、町で無料を続けることとしても、町の予算規模からす

ると、わずか０コンマの数パーセントの施策だというふうに思います。 

 しかも、対象の心身障がい者、一人親家庭、乳幼児を持つ家庭にとっては、

大変切実な問題というふうに思います。障がい者の入院の食事代が有料に

なれば大変な影響額になると思いますが、その影響額をお尋ねをしたいと

いうふうに思います。 



 大変な問題です。暮らしぶりは本当に改善されたのでしょうか。むしろ格差

が広がって、ますます困難な状況に置かれているというのが実態だというふ

うに思います。その一点だけお尋ねいたします。 

 ○議長（川杉美津江君） 松下忠生活福祉部長 

 ○生活福祉部長（松下 忠君） お答えをさせていただきます。 

 一部負担金の導入でございますけども心身障がい者、一人親家庭、乳幼

児の負担でございますけども、18 年度の決算の実績から数字を少しご報告

させていただきます。総額では１億 2,659 万８千円でございますけれども、そ

のうちの県の補助対象額がですね、それが 7,150 万円ほどでございます。 

  それから県の補助額、これは２分の１でございまして 3,580 万円ほどにな

ります。それをその中で一部負担金でございますけれども、１件当たり 600

円といたしますと、おおよそ１千万円ほどの減額になろうかというふうに考え

てございます。ちなみに対象の件数は、三公費合わせまして１万 6,680 件ほ

どになっております。 

 それから入院に関する心身障がい者の食費でございますけれども、これに

つきましても 18 年度の決算のほうから見ますと、町の補助実績で約 840 万

円ほどございました。その中で県の補助対象額としては 45 万円ほどでござ

います。この２分の１に該当する部分が、県の補助額で２分の１に該当する

部分が 22 万 5,450 円となってございますので、この数字をご報告しておきま

す。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 今、数字を言っていただきましたが、やはり先程申しま

したように、東員町の予算規模からすると、わずかな０コンマの数パーセント

の施策となりますので、是非前向きに取り組んでいただいて、本当に若い人

たちの子育ての応援になるような、そんな形で是非ともこの県の施策に準ず

るのではなくて、東員町の施策を進めていただきたいということをお願いをい

たしまして、最後の質問に入らさせていただきます。 

 11 月 24 日、地産地消ネットワーク主催の鳥取地内の大豆畑の収穫祭に

参加をしました。親子 70～80 人の参加で石臼できな粉づくりなど、大変楽し

い１日を過ごさせていただきました。子どもたちは真剣な眼差しで取り組み、

特に石臼でのきな粉をつくるコーナーは大変人気でした。 



是非東員町主催でこのような取り組みをすることで、農村の文化など語り継

ぐことができると考えますが、いかがでしょうか。 

 また、地域内における女性の活動の場として朝市があります。現在 16 名

の会員で推進協議会が設置をされ、毎週金曜日、笹尾中央公園内で市が

開かれておりますが、最近はお客さんも減り、出店する会員さんも５、６人と

聞いております。一方では地産地消の運動が全国的に大きく広がっておりま

す。地産地消の一つとして是非この朝市への支援強化を要望いたします。 

 また、団塊の世代、いわゆる高度成長期の企業戦士たちが間近に迫る定

年後の自身の生き方を考える一つとして農作業、市民農園を活用したいと

いう声もございます。長野県飯田市では遠農大地を目的にしたワーキング

ホリデーが平成 10 年にスタートし、大変好評されています。団塊世代の皆さ

んのパワーを借り、人間が生きるうえで必要不可欠な空気・水・食物など、

すべてを生み出している農業農村を守るためにも、現在あるガラス温室の

十分な活用への取り組みを望み、建設部長の答弁を求めます。 

 ○議長（川杉美津江君） 太田利孝建設部長。 

             （建設部長  太田利孝君  登壇） 

 ○建設部長（太田利孝君） 農業に関する３点のご質問に、お答えいたします。 

 まず、１点目の地産地消の取り組みにつきましては、ご質問のように桑員

食育推進ネットワークによる大豆収穫体験を本町の鳥取地内において実施

いただき、多くの皆さんに楽しんでいただきました。 

 その他の取り組みとしまして、東員未来塾によるさつま芋収穫祭や農産物

加工センターを活用し、地元でとれた小麦を使っての伊勢うどんづくり、大豆

を使った自家用味噌づくりを実施しており、今後も引き続き地元農産物を使

っての地産地消の取り組みを行っていきます。 

 しかしながら、農業を取り巻く現状は安定した収入が得られないため、担い

手の高齢化、後継者不足など大変厳しいものとなっております。農業を衰退

させないためのこれからの取り組みとしましては、地産の部分にこだわる必

要があると考えます。そのためには農産物が売れれば農家の方はつくって

いただけますので、農協と連携をとり販路を確保する取り組みを行ってまい

りたいと考えております。 

 次に、２点目の朝市の支援につきましては、現在、笹尾中央公園と中上地

区におきまして定期的に実施いただいているほか、農協と連携をとり８月に



朝市まつりを実施しておりますが、先に申し上げました販路確保の観点から

も実施方法を含め、さらに検討してまいりたいと考えております。 

 次に、３点目のガラス温室の活用につきましては、現在、ガラス温室の活

用が見えにくいことから、以前よりご質問をいただいているところですが、地

元農産物の販売場所としての活用や、高齢者の方々の健康対策、生きがい

対策の場としてガーデニング教室、野菜づくり教室等を実施するなど、積極

的に活用する方法を模索しているところです。また町民協働委員会におきま

しても、ガラス温室の活用方法を検討いただいており、間もなく提案いただ

けるとのことであり、それらを十分に検討させていただき活用を図ってまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 ○議長（川杉美津江君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 時間がもうほとんどありませんので、先程部長が後継

者がいなくて困っている部分ということをおっしゃいましたが、ある地域では

パートナーシップ事業といって、農業をしたくても手間がかからないとか、農

業を学びたい都市の住民や農繁期に手間が足りない農家を結び合い、お互

いの足りないところを補う、こういう事業もありますので、是非研究をしていた

だきたいというふうに思います。 

 それと朝市をやっていらっしゃる方からですが、是非、「こういうところで中

央公園で朝市をやっています。時間は何時から何時までです」そういうことを

積極的にＰＲをしていただきたいというお声をいただいております。その点に

ついて是非お願いをしたいというふうに思います。 

 もう答弁は要りませんが、最後に私たちの命を育て、人間として生きるための環境や文

化を保全するのが、農業や農村だというふうに私は考えます。その観点で農業政策にもっ

と東員町も力を入れていただきたいというふうに、強く要望して一般質問を終わります。 

 


