
○議長（門脇 助雄君）   続いて１４番、大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   おはようございます。日本共産党の大崎潤子でございます。

改選に当たり、若い世代の皆さんはもちろん、現役世代、高齢者、農業・商売などに携わ

る皆様から直接声を聞かせていただいたり、アンケートなどで声を寄せていただきました。

若いお母さんからは、子育て真っ最中です、子どもたちの安全はもちろん、親も安心して

子育てできる環境をつくってください、そんな若いお母さんからの声に励まされてまいりま

した。これから４年間、皆様方に寄せていただいた声を一つでも多く要求が実現できるよう、

力いっぱい頑張る決意でございます。今後ともよろしくお願い申し上げて、３月定例会の

一般質問に入りたいと思います。 

 今回は大きく３点の問題で質問をいたします。１点目は団塊世代について、２点目は給

食について、３点目は医療制度について、質問をいたしたいと思います。 

 まず最初に、町長にお尋ねをいたします。 

特に笹尾城山地区においては、団塊世代の割合が高く、町全体でも昭和２２年から昭

和２６年生まれは２，８４３名と聞いています。人口の約１０％。笹尾地区内でいろいろな方

と話をしていると、あと１０年もすれば、この地域は年寄りの町になってしまう、入居した当

時は若い地域で、元気で活動的な笹尾城山団地だった、お会いする人が、再び活気のあ

る元気な町をつくりたいものですね、そういうお声がたくさんありました。 

そこで、団塊世代に限らず、定年退職された皆さんの知恵や技術力、趣味などの力を

かりたまちづくりのために、意向調査などを行い、積極的に社会参加への働きを提案をし

たいと思います。ぜひ、皆さんの持っていらっしゃる技術力を提供してくださいと働きかけ

たらいかがでしょうか。多種多様の職業をお持ちの方がたくさんみえると思っています。眠

っている地域の皆さんの力をかりた協働のまちづくりを提案したいと思います。 

また、退職後、楽しみながら市民農園で自給自足の生活をなさっている方、在来の遊

休地を借り、農作業をする方も増えていると聞いています。来年度予算でガラス温室活用

の交流の場づくり事業も提案されています。私どもがいただいたアンケートの中にも、農

業講座を開いてください、また、どんぐりなどを植えて里山づくりを、などの声もありまし

た。 

町内には、現在国が進めている農業政策に対して疑問を感じてみえる方や、東員駅北

側の開発で優良農地がつぶれることを危惧する方、農業をやりたい方にはやってもらった

らよいのではないのか、こんな声もいろいろなところで聞いています。ぜひ町がアンケート

などをとり、遊休地の活用に力を入れていただくよう提案もいたします。また、元気なお年



寄りの働く場所として、老人の話し相手、保幼・小学校などのボランティア活動などで生き

がい対策の充実も強く要望し、町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   大崎議員の、団塊世代についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

昭和２２年から２４年のベビーブーム期にお産まれになったいわゆる「団塊世代」の

方々が、昨年の春から一斉に退職期を迎えられ、退職後の関心はさまざまであると思わ

れます。 

しかし、先のことを見据えると、これまでとは異なり、明らかに地域で過ごす時間が長く

なるため、この町で趣味や特技、これまで培った社会経験を生かしていただくことにより、

新たな価値観や、さまざまな気づきや発見による、これまでと異なった生きがいを見つけ

ていただくことができるのではないかと考えるところでございます。 

ご質問にございましたように、協働のまちづくりは、行政と住民の皆さんがお互いの存

在意識を認識し、尊重し合い、共通の目的を達成するため、課題解決に向けて協働、協

調することで、行政にゆだねられた公共サービスという考え方を見直し、新たなまちづくり

を推進するものでございまして、そうした方々を町のかけがえのない「人財」、言いかえま

すと財産ととらえなければならないと考えます。 

団塊の世代の方々に限らず、今後退職される方の思いは、農業に従事、趣味、また地

域活動やボランティア活動等々さまざまあると思われます。これらの方々のご意見をお伺

いしながら、参加しやすい環境整備や事業推進を図ってまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長から答弁をいただきました。 

 町長は、今後いろんな形で意見を聞き、行政のいろんなところに参加をしていただくとい

うことをおっしゃっておりますが、意見を聞くというのは、どういう立場で、どんな方向で、住

民の皆さんの意見を聞いていただくのか。ただ、意見を聞いていただきます、あるいは広

報に載せたので、それに対して答えをください、ということなのか。具体的にどのような形

で意見を聞かれ、どのような形で反映をしていかれるのか。そのあたりが答弁でありませ

んでしたので、お願いをしたいというふうに思います。 



○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 意見を聞くのは、いろいろの場があると思いますけど、ただ、団塊の世代の方をターゲッ

トにした意見の聴取というと、なかなかプライバシーの関係とかいろいろございますので、

まず私は、行政の中のいろいろの仕事、特に委託関係の仕事ですね、外部発注しておる

仕事、あるいは東員町の、先ほども出ております農業にかかわる仕事とか、いろいろの仕

事をまず情報発信する。そして、その情報発信したことに対して、お手伝いをしていただけ

ませんかというような形で、特に団塊の世代の皆さんの意向を聞き取る。そして、できたら

その仕事の登録をしていく。そして仕事をお願いしていく。そんなことを今考えております。

まず、どういう仕事があるのか。そんなことの把握を職員に指示をさせていただいておると

ころでございます。 

行政ばっかりではないと思いますので、企業にも、これからもお願いしながら、仕事の

情報を出していきたい。行政ですので、調べようと思えば調べられないことはないのです

けど、これもプライバシーがありますので、そういうこともできませんので、町民に対して情

報発信をしていきたい、そんな思いでおります。 

 ただ、今の経済情勢というか、社会情勢は、６０歳で定年というのが少し伸びつつある。

最終的には多分、６５歳定年ということになってこようかと思うんですけど、６０歳になった

から、直ちに仕事をやめられて、という方はあるとは思いますけど、団地の中でも非常に

今としては少ないのではないか。６２歳とか６３歳まではお勤めができる。そんな今の情勢

になってきておりますので、そう焦らなくても、きちっとそういう仕事を情報発信して、その

仕事に対して、住民の皆さんから登録をしていただけませんかということでやっていきたい、

そんな思いでおりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   先ほど町長は、情報発信をし、町民に返していただいて、皆

さんがどんな思いでいらっしゃるのか、どんな内容なら手伝いをしていただけるのか、そう

いうところから始めていきたいということをおっしゃっております。確かに一つの方法として、

そういう方法も大切だというふうに思いますが、もっと積極的に、こんな点で困っている、こ

んな点にボランティアしていただけませんかとか、そういうこともやっていただきたいという

思いをたくさん持ってます。 

先ほど申しましたように、本当にいろんな多種多様なところで働いてみえた方たち、ある

いはこの技術はだれにも負けない、そういう力を持っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃ



ると思います。ある方に、あなたの技術を生かしていただくというお声がかかった場合、力

になっていただきますかという質問をしたら、喜んで力になりますよという方もいらっしゃる

わけなんですよね。だから、早急に、いろんなところで町民の皆さんの堀り起こしをしてい

ただきたい。 

確かに行政が情報発信することは、一つの方法として大切だというふうには思います

が、いろんな会議をおやりになり、いろんな審議会をおやりになり、あるいはフェスティバ

ルであるとか、商工祭であるとか、多くの皆さんが集まる場所ってたくさんありますよね。

そういういい機会をもっともっと活用していただくということも、私は大切ではないかという

ふうに思います。 

 町長がおっしゃるように、情報発信をして手伝ってもらうということを考えていきたい。そ

れはとても大切なことなので、積極的に、どの課で立ち上げていかれるのかわかりません

けれど、それは新年度予算が通った後、早急に立ち上げていただきたいというふうに思い

ますが、それはそれでやっていただきながら、もっと町民の皆さん、先ほど町長は、プライ

バシーもあるからなかなか難しいとおっしゃるけれども、そうでなくて、町長は、これから高

齢者が多くなって大変になります、ということも常におっしゃっているのですから、そうおっ

しゃるならば、そういう方法も私はあるように感じますけれど、いかがでしょうか。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせてもらいます。 

 大変になるというのは現実だと思うんですけど、決してそんな暗いことではないと思いま

すので、これからも町民の皆さんと一緒に新しいまちづくりをさせてもらいたい、そんな思

いでおります。 

 ただ、シルバー人材センターというのもございますので、当然、シルバーは働きたいとい

う方が入っていただいて、いろいろの仕事に当たっていってもらう。当然その場合は、自分

がこんな仕事という形で登録をされるわけでございますので、シルバーとまた違う方法と、

ということで、いろいろ議論をさせながら一生懸命取り組みをさせてもらいますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひいろんな角度から、研究、研さんを重ねていただきたい

というふうに思います。特に農業問題については、先ほど同僚議員からも発言がありまし

たけれども、農業講座を開いてほしいとか、こういう園芸をやりたいとか、そういう趣味の



分野での内容について、期待する町民の皆さんの声もありますので、積極的にそういう講

座も開いていただくように、あわせてお願いをいたしまして、２点目の質問に入りたいとい

うふうに思います。 

 ２点目は給食について。 

食品艤装や中国産冷凍ぎょうざによる中毒が発覚する中で、中国から輸出される食品

の安全性が世界的に問題化される中で、輸入食品の安全性に対する国民の関心は高く

なっています。中国製の冷凍食品は学校給食でも使われ、文部科学省の調査によると、

天洋食品製造の冷凍食品を使用していた学校は、全国で５７８校と発表しています。冷凍

食品を使っていた学校給食のリストを見ますと、センター方式が多く、センター方式は労力

をかけないで大量調理をしなければならず、バリエーションをつけるためにも、どうしても

冷凍加工食品が多くなってしまいます。しかも価格は安く、冷凍食品がふえる結果になる

と思います。冷凍食品については、添加物が多く含まれ、ビタミンＣなどの含有量が生鮮

食品に比べたら低いと思います。当町においても、食の安全・安心を心配する声をたくさ

ん聞きました。町の実態はどのようか、またどのように改善されているのか、お尋ねをい

たします。 

 次に輸入小麦の高騰、政府の小麦の売り渡し価格は４月から３０％上がり、また原油等

で原材料の値上げも直撃をし、給食費を値上げする動きも全国で出始めています。平成

２０年度の学校給食賄い経費、１億９２１万５，０００円で、昨年度と比べ５４８万６，０００円

ふえております。給食の値上げかと考えますが、いかがでしょうか。 

 次に、給食センターにおける職員の配置です。平成８年に起きたＯ－１５７やノロウイル

ス、昨今の輸入食材などによる食中毒事件などで、学校給食の安全が脅かされている中

で、２，７００食を調理していただいています。しかも保幼の３歳以上の食も含んでいます。 

子どもたちに美味しい給食をと、頑張っていただいていますが、定年退職の調理員の

欠員を正規で補充せず、臨時職員を採用しています。自治体の経費制約ということから

の合理化策ですが、減らされた中での作業は大変困難だと思います。 

２１世紀を担うかけがえのない子どもの命を育てる学校給食です。教育長の教育基本

指針の中で、豊かな心と健やかな体を培い、これらをバランスよく育成することが求めら

れていますと述べられてみえました。この部分は、私は給食の果たす役割のようにも感じ

ました。給食は教育の一環です。どうか正規職員をふやしてください。若い方の採用をし

ていただきますよう、教育長の答弁を求めます。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 



○教育長（石垣 征生君）   大崎議員の、学校給食についてのご質問にお答えをいた

します。 

 はじめに、学校給食における使用食材の実態調査でございますが、問題となった冷凍

加工食材に関しましては、先に町長がご報告申し上げたとおり、一切、使用いたしており

ません。また、今後もできる限り、国内で製造された食材を使用してまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、原材料や原油の高騰に伴う給食費の値上げについてでございますが、 原

材料では、品目によりましては、値上げの傾向が見受けられますが、近隣市町の給食費

の状況を見る限りでは、平成２０年度においては、この状況を見守る状況でございます。

このことからも当町も、当面は近隣市町と歩調を合わせてまいりたいと考えております。 

 続きまして、調理員の配置につきまして、限られた職員の枠の中ではありますが、保育

園を含め適正に配置をいたしておりまして、給食センター、保育所のいずれもが、文部科

学省や厚生労働省が規定する配置すべき定数を確保いたしております。 

 ご理解賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   教育長から答弁をいただきました。 

 冷凍食品については、国内製造のもので賄っていて、中国産のものについては一切使

っていないということで理解をしていきたいというふうに思いますが、それでよろしいでしょ

うか。 

 そうしますと、冷凍食品は多分、センターの方で使っているというふうには、私は思いま

すが、国内の方で賄っているということです。それですが、ぜひ冷凍食品も、センターにお

いては必要な食品というふうには思いますが、できたら、先ほど同僚議員からもあったよう

に、地産地消の観点から、東員町地内でとれたものを使っていただく、そういう方向はな

いものでしょうか。一定のものは使っていただいているというふうに理解をいたしておりま

すが、そのあたりについて、もう一度、答弁を求めたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   東員町といいますか、地産の物を給食の食材にと、こうい

うことでございますけれど、給食の食材は安全な食材を、継続的にお願いをせんならんと



いうことでございますので、なかなか町内では、継続して安定した供給をいただけるという、

そういう状況が整っておりませんので、そういうことが可能な食材については、東員町内

の物も使わせていただいておるわけでございますけれど、実態といたしましては、すべて

そういう形でということは大変困難な状況でございます。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   実態的には大変困難であるということですが、せめて東員町、

枠を広げて、員弁郡市、あるいは北勢地域、あるいは三重県内でという、そういう形での

考え方も必要ではないかというふうに思います。 

たしか埼玉県だったと思いますが、小麦粉を農家の方につくっていただいて、それを子

どもたちの給食用のパンに活用している地域もありますが、もしご存じならば、そういう形

で、町ではだめだけれど、枠を一つずつ大きくしていく、そういうことについてはいかがお

考えでしょうか。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   私どもが現在食材としてお世話いただいている町内の学

校給食協同組合の方から、給食の食材を入れていただいているわけですけれど、ほとん

どが町内をまず見て、町内で調達できる物については町内で、あるいはできない物につ

いては北勢地域、あるいは県内、そして県内でもだめな場合は国内と、そういうような形で

食材を入れていただくように、現在もお願いをし、またそのような形で取り組んでおるとこ

ろでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   方向性はわかりましたが、先ほど埼玉県の取り組みを申し

上げたように、三重県産の小麦とか、そういう物を使った食材の研究も、ぜひ東員町から

発信をしていただいて、子どもたちのために、本当に安全で安心な物を供給できるような

方向性というのを、東員町に限らず、県全体でも行っていただけるような意見を、ぜひ県

の方に上げていただきたいというふうに、私はそういう思いで申し上げました。 

 給食費の値上げについては、近在の町村を見ながら、現行の予算でやっていくというこ

とです。大変でしょうけれど、ぜひ努力をしていただきたいというふうに思います。 



 そして給食センターについての職員の配置は、文部科学省が言っているように、適正な

配置だということをおっしゃっておりますが、平成１９年度の給食センターの職員配置はど

のようになっておりましたでしょうか。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   給食センターもそうでございますし、単独で調理をいたして

おります保育所もそうでございますが、私ども、その規定にのっとって、きちっと配置をさ

せていただいておりますし、現実には、それでは十分な調理ができませんので、それプラ

ス何人かで、実際には運営をしておる状況でございますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   平成１９年度の給食センターの実質の正規職員が何人で、

臨時職員がどうで、パートがどうか、そういうことの人数、数を聞きました。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   平成１９年度は、文部省の規定でいきますと、調理員の数

は、給食センターは８名でいいわけでございますけれど、私どもは現実の問題といたしま

して、正規職員が９名、臨時職員を４名ということでお世話をいただいておるところでござ

います。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   平成１９年度は正規職員９名で臨時職員が４名ということで、

平成２０年度についても、予算書から見る限りは同じような数値だというふうに思います。

ぜひ適正な配置、文部科学省が言っている人数をきちっと置いてあるということを、教育

長、おっしゃっておりますが、センターとなりますと、幼稚園や保育園の子どもたちの食も

そこに含まれておりますので、いろんな形で苦労があるというふうに思います。Ｏ－１５７

の事件があってからは、本当に食品を一つ洗うにしても大変な苦労があるというふうに思

いますので、職員の皆さんが、その職場に誇りを持って働ける、そんな場にしていただき

たいというふうに思いますし、職員の退職があっても、補充を、臨時職員ではなくて、きち

っと若い職員を採用していただければ、そんなに給料は上がるというふうには思いません

ので、そのあたりもう一度、答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 



○教育長（石垣 征生君）   職員の採用等については、私どものところでは行っており

ませんので、担当の方でよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   ただいま、調理員のことでご質問をいただいておりますが、

全般にかかわることですので、慎重に対応していきたいと思いますので、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひいろんな角度から研究をしていただいて、若い職員の

皆さんの採用を、お願いをしたいというふうに思います。 

 ３点目に入りたいと思います。３点目は医療制度について。 

この４月から始まる後期高齢者医療制度は、医療を抑制するために７５歳以上の高齢

者、約１，３００名をすべて後期高齢者として新たな医療保険に組み入れ、国保や健保か

ら追い出すというものです。２００６年、自民公明両党が強行した医療改悪法で導入が決

められました。 

扶養家族として健保に加入している高齢者も、新たに保険料負担、月額１万円以上の

年金受給者からは保険料が天引きされます。払えないと保険証が取り上げられます。６５

歳以上の一定の障がい者も含まれます。 

年齢で医療を差別する、世界に例のない制度だとの批判が広がる中で、中止や撤回や

見直しの意見を可決した地方議会は５１２となっています。近隣では、岐阜県の大垣市で

は、自民党提案で公明党だけが反対をし、意見書を３月３日に採択をし、同じ池田町でも、

３月４日に全会一致で廃止を求める意見書を採択いたしています。東員町においては、昨

年１２月定例会で、意見書が不採択となってしまいました。国政段階でも４野党共同の緊

急集会が開かれ、制度の廃止に向けた取り組みを強化していくことを決めました。 

 ２００８年度は後期高齢者医療制度の対象者の年金からの天引き、６５歳から７４歳の

世帯の方が支払っている国保料も天引きが始まります。また、２００６年１０月に、７０歳以

上の高齢者に実施された療養病床の食費、居住費負担増が、６５歳から６９歳まで拡大さ

れます。負担増の具体化のオンパレードです。天引きなら未納が発生しないという徴収側

の一方的発想であり、年金を担保にとる、悪質な金融業者のようなやり方はやめるべきだ

と思います。 



いろいろな問題点がある、この制度です。東員町においても、各自治会で説明会が開

かれました。その状況について、お尋ねをいたします。また、参加された方は対象者のほ

んの一部です。４月から実施するというが、参加されなかった方へ、どういうふうな形で、

その説明をされるのでしょうか。また、保険料中心の説明であったように思います。受けら

れる医療が制限されると思いますが、その内容についても、きちんと説明すべきと考えま

すが、いかがでしょうか。 

 ２００８年度の保険料の徴収は、健保の扶養家族から新制度に移る人に対しては、半年

間、保険料徴収を凍結し、さらに半年間、９割を減額、これとは別に２年間、均等割を半額

として所得割を免除する経過措置が決まっていますが、大半を占める国保加入者などの

保険料は、予定どおり４月から徴収をされます。 

年金月１万５，０００円でも、所得割はかからなくても、均等割は支払うことになり、過酷

な仕組みとなっています。おまけに２年ごとに改定されます。それは２つの要因によります。

一つは医療給付費の増加、一つは後期高齢者の人口増にあわせ、財源割合を自動的に

引き上げる仕組みになっておるので、値上がりしていきます。このような制度は廃止・撤回

すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 最後に、後期高齢者医療制度が創設されたことにより、国保会計への影響はどのようで

しょうか。新年度でも国保料は若干値上げのようですが、払える国保料を要望し、生活福

祉部長の答弁を求めます。 

○議長（門脇 助雄君）   松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   医療制度についてのご質問にお答え申し上げます。 

本年４月から新しい医療制度といたしまして、７５歳以上の方及び６５歳以上７５歳未満

で一定の障がいがあり、制度に加入される方を対象とした「後期高齢者医療制度」が始ま

ります。 

本町の加入状況につきまして申し上げますと、７５歳以上の後期高齢者を２，１３７人と

見込んでおります。国民健康保険からの加入が１，６６８人、被用者保険からの加入が４６

９人となっております。このうち、制度に加入される障がい者の方が６２人となっておりま

す。 

公費負担は、現物給付分を１３億６，１５０万円、現金給付を１，７５０万円、合わせまし

て１３億７，９００万円を見込んでおります。本町の負担は、１億１，４８９万４，０００円で、

公費負担割合は、おおむね１２分の１となっております。また、保険料総額は１億４，１２４



万１，０００円で、うち軽減分として、７割軽減を４１６名、１，０７０万４，０００円、５割軽減を

６６名、１２１万３，０００円、２割軽減を１２９名、９４万８，０００円、被扶養者軽減を３１５名、

５７９万円、合計９２６名、１，８６５万５，０００円を見込んでおります。 

次に、住民の皆さんへの周知についてでございますが、広報「とういん」では、１０月号

から毎月、制度や保険料について掲載をいたしております。 

また、１月１７日から２月１５日までの間には、町内２３すべての自治会におきまして、説

明会を開催させていただいたところでございます。説明会では後期高齢者医療制度のほ

か、４０歳以上を対象にした特定健診、特定保健指導の説明もさせていただき、大変寒い

時期でありましたが、全部で３９３人の方にお越しをいただきました。説明会では、皆さん

熱心にお聞きいただき、後期高齢者医療制度の仕組みが、少しでもご理解いただけたか

と感じております。 

また、説明会当日、他の行事と重なった自治会や、都合が悪くて説明会にお越しいただ

けなかった方のために、再度、説明会を開催してほしいとの要望もあり、そのような自治

会につきましては、３月中に再度説明に伺わせていただく予定でございます。 

次に保険料でございますが、昨年１１月の三重県後期高齢者医療広域連合議会で、均

等割額が３６，７５８円、所得割率が６．７９パーセントと決定され、県内の平均は、５万５，

８８２円となっております。保険料は、平成２０年度、平成２１年度の医療費の見込みに基

づき算定されたものでございまして、来年度、平成２１年度も同様の賦課となります。なお、

全国の平均は７万２，０００円ほどと聞いております。 

今後保険料の大幅値上げとなる、とのご指摘でございますが、医療費により保険料は

決定されるものでございまして、今のところ、そのようなことは考えにくいと思っておりま

す。 

 次に、後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険会計への影響でございますが、

７５歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行されるほかに、退職者医療制度の改正に

より、６５歳以上の被保険者がすべて一般被保険者となりますし、保険料算定では、後期

高齢者支援金の賦課も始まり、一概に論ずることはできないと考えますが、今後とも医療

費の見込み等、算定を誤ることなく精度を高めてまいりたいと考えておりますので、ご理

解いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   生活福祉部長から答弁をいただきました。 



 考え方としてお聞きをいたしますが、高齢者を勝手に前期・後期と分けること自体、いか

がお考えでしょうか。 

○議長（門脇 助雄君）   松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   勝手にと言いますけれども、国の施策の中で、支出元、

受け皿、それから支援金等の関係がございまして、そういう区分で、年齢ごとにどれだけ

の負担があるのか、どれぐらいの支援を出さなければいけないのか、そのために位置づ

けたものでございます。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   前期と後期という形で分かれて、これから後期高齢者医療

制度が始まってまいりますが、後期の場合は、医療内容についても随分変わるようにとい

うふうに思いますが、その医療内容についての説明がなかったように思いますが、その点

についてはどうお考えでしょうか。保険料については確かに説明がございましたが。 

○議長（門脇 助雄君）   松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   医療内容につきましては、今の国民健康保険と変わ

るものはございません。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   確かに医療内容そのものは変わらないかもわかりませんけ

れど、７５歳以上になれば、例えば今まで糖尿病とか高血圧、そういうような慢性の疾患を

抱える人たちを見ておりますけれど、後期医療制度になった場合は、そういう人たちの診

療報酬というのが定額制になるということも聞いておりますが、そのあたりについてはい

かがでしょうか。 

○議長（門脇 助雄君）   松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   負担の関係でございますけれども、現在はそのままで

ございますが、そのことにつきましては、現在、国の方で論じられておる最中でございます

ので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 



○１４番（大崎 潤子君）   今、国の方で論じられているということですけれど、現実に４

月から、この制度はスタートしていくわけですので、４月に病院に行った時に、いろんな形

で問題というのが起きてくるように思いますが、もう一度、新聞報道では、後期高齢者の

医療内容は２００８年度の診療報酬については１３日に決まり、７５歳以上の診療報酬は

外来・入院・在宅・終末期のすべての分野で、７４歳以下とは差をつける項目が盛り込ま

れました、となっておりますが、もう一度答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）   松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   今のところ変わるようなことはないというふうに聞いて

おります。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   ４月から始まりますので、ここでどうですかという議論をして

いてもいけませんので、もう一度、きちっと決まりましたら、また教えていただきたいという

部分もあると思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 保険料の問題ですけれども、これからは介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料も

年金から天引きをされるわけですね。本当に年金を楽しみにしていて、行ってみたら、えっ、

こんなはずじゃなかったということも起こり得ると思います。本当に血も涙もない国の政策

なんですけれども、私どもは、きちっと悪い点は改善をしていただきたいし、説明会は１月

１７日から始めていただいて、３９３人の方が参加をなさったと。自治会からも、もう一度来

てほしいという要請がありますということですけれど、いらっしゃった方はごく一部の皆さん

で、大半の皆さんは来ていらっしゃらないし、広報「とういん」に、１０月、１１月、１２月、２

月、３月も載っております。継続して後期高齢者医療制度については、いろんな形で情報

を提供していただいているけれども、本当にきちっと理解をされているのかなというのが、

すごく疑問に思いますが、そのあたりで参加できなかった皆さんへの再度の手だてといい

ましょうか、周知について、お願いをしたいというふうに思います。 

○議長（門脇 助雄君）   生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   先ほども質問の中でお答えさせていただきましたが、

都合が悪くて参加できない方につきましては、３月にもう一度やるということが一つでござ

います。 



 それから３月を過ぎたから、もう説明はしませんというものではございません。私ども、４

月になってからでも、皆さんからのお問い合わせがあれば、電話でも、窓口でも、わかり

やすく職員が対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   今はこういうふうになります、こういうふうです、現実に保険

料が年金から天引きされたときには、多分、いろんな形で声があったりとか、私ども議員

の皆さんに、どうしてですかという声は多分あると思います。ですから、そういうことが起き

た時では遅いんですけれど、きちっと皆さんの声を拾っていただいて、対応は十分にして

いただきたいというふうに思います。できたら老人会とか元気老人サロンとか、いろんな形

で出かけていっていただいて、後期高齢者医療制度についての話をして進めていただき

たいというふうに思います。 

私どもは、後期高齢者医療制度については、きちっと制度を撤廃し、中止をしてほしい

という思いはすごくあります。先ほど、国の制度だからやらざるを得ないということをおっし

ゃったように思いますが、国の制度であっても、住民にとってどうなのか、本当に不利益を

こうむるようなことは、きちっと行政の場から声を、国会の方、県の方に届けていただきた

いということを切にお願いをして、私の一般質問を終わります。 


