
○議長（門脇 助雄君）   続いて９番、山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   この９月定例会に向けて、私は３点の通告をしてお

りますので、３点の質問について、ご答弁をよろしくお願いしたいと思います。 

 最初に道州制のことについて、お尋ねをしたいと思います。 

 ６月定例会で、藤田議員が道州制と地方分権についてということについて質問さ

れました。私はこの点を歴史的観点から質問したいと思っております。 

 ここに私は、昭和６０年の「日本列島改造論」という本を持ってきました。この

本は１９７２年でございます。昭和４７年です。日本列島改造論みたいなものの初

発でございますが、この新全総をつくられた官僚は、宮崎仁という経済企画庁総合

開発局長という方で、解説の裏側に約８０ページにわたって書かれております。 

 この８０ページの一番最初のことですが、過疎・過密の解消ということが、新全

総の第一歩でございます。現在は第６次まで来ておりますけれども、５全総までを

考えてみますと、長い年月の中で、最近では合併もありました。地方分権なども言

われており、また金がない、だから民間委託であるとか、第３セクターであるとか

というような、新しい、また公というような言葉で地域には行政手法がなされてお

りますが、このようなことでは、僕は道州制は完成しないのではないかというふう

に思います。このことはやはり財界が主導であるということを忘れてはならない、

必須条件ではないかというふうに思っております。このことは二重行政の最たるも

のであるというふうに考えております。 

 なぜならば長深インター、東員インターと言った方がいいかもわかりませんが、

エジプトのピラミッドのように、遺跡物のように長年突っ立っている柱が何本かあ

ります。あのことがなぜできないかということは、二重行政の最たるものであると。

県が言ってもダメや、国が言わないとダメやというようなことで、陳情を重ねて、

そういう中で口ききがあったり、不正があったり、わいろがあったり、そういうよ

うなことが続けられておるわけなんです。 

 顧みれば東員町をつくった初代の佐藤村長は、神田用水をつくるのに、神田池は

どこにしたらいいか、こういう発言を当時の松田技師に言われたそうです。松田技

師は今のグランドのある近所、またはスポーツ公園のある近所が一番いいと、この

ように言われたのですが、その当時の佐藤村長は絶対神田地区からでなければダメ

だということを強調されました。そのような行政主導型というか、村長の意思がし



っかりしておれば、僕は二重行政にはならないし、住民の利益にかなう、このよう

な後世に残る三段用水の神田用水が完成したと私は考えておるわけなんです。 

 そのような観点から、町長の道州制に対する考え方を最初に述べていただきたい

と思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   山口議員の「道州制について」のご質問に、お答えを

申し上げます。 

 道州制につきましては、人口減少社会・少子高齢化社会への対応、地域経済力の

強化、国際競争力の強化を図るため、日本再生のために国のあり方を根本的に見直

し、新しい統治機構の構築が必要とされております。その背景には少子高齢化と人

口減少による税収の減少と、議員が言われましたように、国・地方あわせての膨大

な借金を解決する手段として、道州制が再度論じられている状況でございます。 

 自民党道州制推進本部は、７月２９日に第３次の中間報告を決定いたしました。

その中で「限りなく連邦制に近い道州制」を２０１５年から２０１７年を目途に導

入を目指すとしております。道州制の基礎自治体の規模については、人口３０万人

以上、少なくとも１０万人以上の規模で、基礎自治体の数を７００から１，０００

程度に再編し、それ以下の小規模団体は、主として窓口事務以外は道州または近隣

基礎自治体が補完するという内容のものでございます。しかし、実現には各省庁等

の抵抗も予想されることから、今後もさらなる紆余曲折が予想されるところでござ

います。 

 その他、政府の地方分権改革推進委員会は、都道府県から市町村への３５９件の

事務権限移譲を内容とした第１次の勧告を首相に提出いたしましたが、市に対して

は、３００件を超える権限移譲に対し、町村への権限移譲は２８件にとどまってお

り、その状況から判断しますと、町村は基礎自治体の対象とされていないような内

容でございます。 

 私の考えといたしましては、町村はそれぞれの地域特性に応じた文化・風習を継

承、発展させてきました。それらを無視して、画一的に効率性だけで道州制を導入

すれば、今まで地域でつくり上げてきた伝統文化は崩壊する危険があると考えます

し、また平成の大合併で合併できなかった市町村の実情もございますので、それら



を十分検証した上で、今後の基礎自治体の規模とかあり方について検討すべきであ

ると考えますので、県の町村会を通じまして、全国町村会へも意見を上げてまいり

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。議長会も県の議長会

という団体がございますので、どうぞ議長会を通じてもご支援を賜りますように、

ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   答弁ありがとうございました。 

 知事の考え方も大変消極的だというふうに聞いております。 

 先日、大台町へ行きました時に、私は大台町の町長に道州制のことを質問いたし

ました。大台町にとっては合併も大変やったけれども、道州制については、過疎の

大台町は捨てられていくような気がしてならない、それと同時に過疎解消というこ

とをうたっておる、この新全総と同じように、私たちが見捨てられていくような道

州制については考えものだというふうに述べられました。私はそれについて同感で

あるということをご返答申し上げたわけでございますけれども、今の町長の話があ

りましたように、これからいろんな分野でこのような方向性を持っていかれるので

はないかというふうに思います。 

 例えば９月２日、つい最近ですが、伊勢新聞に中部州という言葉が出ておりまし

た。それを言い出したのは、中部地方の財界のトップの方です。その方はどういう

ことを言われたか。中部州をつくるのに、セントレアの第２滑走路をつくるために

は中部州が必要だというふうに言われたのです。名古屋を中心にした空港が先やと

いうふうに言われたんですよ。そのようなことを聞いておって、私は情けないな、

このことが道州制なのか、道州制に向かう中で、中部州という言葉を使われたのは

このことなのか、というふうに思いました。 

 そのことは、名古屋を中心にして、周りの東員町やそこらはどうなるかと考えて

いきますと、毎日の飛行機の騒音を聞いてみてください。この暗雲の中を、飛行機

の姿は見えないけれども、騒音だけをまき散らしていく現在の中部空港なんです。

貨物量も減ってきておる。航空便も減らしておる。そういう中で第２滑走路をつく

る。その中で東員町には騒音だけがまき散らされていくという状態の中で座長のト

ップが言われることなんです。ですから、このことについては町長会でも議長会で

もしっかりと審議をされて、今後進めていっていただきたいと思います。 



 このように道州制への道のりは一層厳しいということを私は指摘して、第１問の

質問を終わります。 

 第２問に移ります。第２問は、教育長に答弁をお願いいたします。 

 特別勤務評定という言葉でございますが、質問通告書に書きましたとおりです。

簡単な質問です。小中学校の管理職員や教員の勤務評定により、勤勉手当や昇給に

利用する評定です。そのような特別評定はやめるべきであるというふうに考えます

が、いかがですか。教育長の答弁をお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   山口議員の特別勤務評定についてのご質問にお答

えをいたします。 

 特別勤務評定は、平成１７年１０月に、三重県の人事委員会から出されました「職

員の給与等に関する報告及び勧告」に基づき、勤務実績の給与への反映について、

その制度の構築及び導入を図るものとして実施されます。県の人事委員会からは、

平成１８年及び平成１９年にも同様の報告がなされております。 

 三重県教育委員会は、特別勤務評定の導入に当たっては、公平性、信頼性、納得

性のある仕組みづくりとともに、職員の理解と納得が得られることが重要であると

し、まず、県立学校の管理職員にその導入を図り、その結果について検証を行いな

がら、より円滑な導入が図られるよう段階的に対象を広げていくとしています。実

際には、県立学校の管理職員には平成１８年度上期の試行を経て、下期の本格実施、

また、公立の小中学校の管理職員に対しましては、平成１９年度下期の試行を経て、

本年度、本格実施となっております。 

 能力評価、業績評価からなる新たな評価制度の導入につきましては、平成１３年

度に閣議決定されました公務員制度改革大綱の中で「現行の勤務評定制度にかえ、

能力評価と業績評価からなる公正で納得性の高い新たな評価制度を導入する」と述

べられておりますが、その大きな流れが教育現場にまで及んできたものでございま

す。 

 山口議員からは、勤勉手当や昇給に利用する評定は行うべきではないというご指

摘でございますが、特別勤務評定の導入に当たっては、先ほども述べましたように、

公平性、信頼性、納得性の確保及び職員の理解と納得を得ることが重要であると考

えております。 



 そして、何よりも子どもたちの教育にとってマイナスにならないようにしなけれ

ばならないと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げ

ます。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   今、教育長からご答弁をいただきましたが、勤務評

定のことにつきましては、教育長も現職の職員の時にはそれを体験されたというふ

うに私は考えております。 

 勤務評定は戦争への一里塚やという言葉を一番最初に言われておりました。その

ことがベトナム戦争であったり、朝鮮戦争であったり、そういうようなところにつ

ながっていくということも踏まえて、勤務評定というものは、やはりダメだという

ことなんです。 

 教師は子どもを選ぶことはできませんし、子どもも親も教師を選ぶことはできま

せん。第一番に教壇に立った時に、子どもを眺めてみた時に、ああ、この子どもた

ちを自分はどのように伸ばしていくか、それがいちずにあるわけです。この子ども

にはこういう方法で、この子どもにはこういう観点で、ということが目の前にちら

つくわけです。けれども、その後ろには学校の校長がおったり、職員がおったり、

または父母がおったり、ＰＴＡの方々がみえたりするわけです。そういう人たちの

顔も見ながら、私たちはやってきたわけです。 

 けれども、その要求にこたえるべく、子どもをどのように成長、発展させていく

かということについては、生活環境、それによって違うんです。環境次第で子ども

たちは育ちが違っておるということは、今度の学力テストでも、はっきりとそれは

出ておるわけなんです。そのことはわかっておるんですよ。 

 その上で、今度は高等学校の校長や教頭に評定をして、前期で９月から１２月３

１日までの評定の中で昇給をしたり、または昇給をさせなかったり、そういう絶対

評価があるわけです。その絶対評価は５段階評価なんですよ。すぐれておる、普通、

劣る、またその下にＣというものがあるわけなんです。そういうような５段階評価

を、全然環境が違う子どもを持たされて、環境の違う父母と、地域にそこへ行った

自分が評価されるんです。校長が評価するといっても、客観的な評価はなかなかで

きません。私たちでもできません。そういう中で評定をすると。評定をして給与に

反映させるというのです。特に９月の評定では、１２月の勤勉手当に反映したり、

昇給に反映したり、そういうことが今年は高等学校一般職員に行われるのです。そ



れが小中学校の管理職へも今年は下ろそうとしておるのです。そういうような人権

無視の特別評定というものは、今までにかつてない、聞いたことがないものだと私

は思います。 

 再度、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）   お答え申し上げるわけですが、特別勤務評定制度

につきましては、三重県の教育委員会が県の教職員に対して、法令といいますか、

条例規則にのっとって実施をされることでございますので、私が一々コメントを申

し上げる立場にはないというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   法にのっとってということについては、私も勤務評

定が一番最初にできた昭和３０年の三重県条例の第１０条、昭和４５年の県の人事

委員会規則、県の教育委員会規則２１号によって、ずっと今まで実施されておるわ

けなんです。けれども給与に反映するということについては、東員町でもやってい

ないのですよ。職員でも。東海３県で、なぜ愛知県や岐阜県はやらないのに三重県

だけが先行してやるのですか。再度答弁してください。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   先ほども申し上げましたように、これは県の教育

委員会が条例規則にのっとって、県の職員を対象にして実施をされておることでご

ざいますので、私からご答弁を申し上げるわけにはまいりませんので、よろしくお

願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   最近、教育の問題は、大分県から発信されておりま

す。この大分県は、なぜこのようになってきたんだろうかという歴史的な背景はわ

かりませんけれども、大なり小なり、どこの県でも僕はあるというふうに考えてお

ります。けれども職員が一生懸命やって、それによってＣがついたら昇給はできな

いというわけなんですよ。それと同時に、原資は決まっておるのです。お金は決ま

っておるのです。優秀だという校長に対しては１００分の１０２というもので上げ

ていくのですよ。最低の人は下がっていくのですよ。そういうような原資は同じ中



で、上がる人と下がる人とあるということについては、僕は本当にその先生が一生

懸命やっても、なぜあかなんだのかということについての答弁というようなものは、

校長は本当に涙ながらに僕はなされると思うんですが、再度、そのことについて教

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）   何度も申し上げますけれど、先ほど来申し上げて

おるように、これは県の条例規則にのっとって、県の教育委員会が実施をしている

ことでございますので、私が一々そのことについてコメントを申し上げる立場には

ない、そういうことでございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   教育長の答弁は最後まで同じでございますので、今

後とも客観的に見れる、そういうシステムをつくっていただきたいなというふうに

思いますし、なぜ三重県が最先端をいってやるのかということについての答弁はご

ざいませんでした。けれども三重県についても、先日ある処分が出ました。それと

同時に、この４年間で３回も教員採用試験の問題にミスが出ておるんですよ。これ

は教育委員会のたるみではないかと私は思いますが、いかがですか。 

○議長（門脇 助雄君）   石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   県の実施する教員に、今回何か一つミスがあった

というふうに聞いておりますけれど、私どももそういう事柄については、機会があ

れば、また県の教育委員会にお話をさせていただきたいと、こんなふうに思ってお

ります。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   県の教育委員会へ行っていただくのは、わずかに２

９人の教育長だけなんですから、ひざを交えて十分このことは論議をしていただき

たいなというふうに思って、第２の質問から第３の質問へ移りたいと思います。 

 ３番目の質問については、通告のとおりでございます。また山口は、法にあるか

ら仕方がないやないかと、課長から６月議会の時に言われました。けれどもあえて

僕は質問すると。住民の声はこうなんだからというふうにして反論をいたしました。

書いてあるとおりでございます。 



 全国６３８自治体の中で廃止と見直しを決めました。東員町議会も６月議会で見

直しの決議をいたしました。この保険料の軽減の見直しもなされておりますけれど

も、この法律は、大もとの国会で参議院では廃止されておるものでございます。け

れどもこれが衆議院では継続審議になっております。傍聴の方もみえまして失礼い

たしましたが、私の質問は後期高齢者制度の質問でございます。どうも失礼しまし

た。この後期高齢者のことについて、広域連合の中で大台町の町長は、さっき言い

ましたとおりですが、町長の態度を再度聞きたいと思います。この前、６月議会の

時には、いろいろと答弁はまだまだ説明不足であったということで終わったようで

ございますが、再度質問するのですから、答えていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   山口議員の「後期高齢者医療制度について」のご質問

にお答えを申し上げます。 

 本年４月、高齢者の医療の確保に関する法律が施行され、７５歳以上の方につき

ましては、皆さん、後期高齢者医療制度にご加入いただくことになりました。 

 ６月議会にも山口議員にご答弁させていただいておりますが、この医療制度は、

老人医療費が国民医療費の３分の１を占め、高齢化の進展に伴い、今後も増大する

見通しとなっており、将来に渡り安心して医療が受けられるようにするためには、

国民皆保険を堅持しつつ、増加する高齢者の医療費を安定的に賄い、持続可能な制

度を構築する必要があり、現役世代と高齢者世代の保険料の負担を明確にし、公平

でわかりやすい制度として創設されたものと考えております。 

 私は、この医療制度がすべて完全なものとは考えておりませんが、本制度が創設

されました経緯を考えますと、何らかの手を打つ、すなわち制度の構築が必要であ

り、いた仕方のないと考えるところでございます。 

 ご指摘のとおりさまざまな問題もございまして、先の６月議会では、東員町議会

として国へ意見書のご提出もいただきましたが、先日には政府与党協議会におきま

して保険料の見直しも決定をされ、少しずつではありますが、よりきめ細やかな対

応がされてきているところでございます。 

 まだ制度が開始されてから半年ほどであり、今後も検証を重ねながら、不備な点

は見直しを行い、より成熟した保険制度となるものと考えております。 



 よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   町には高齢者対策室というものがつくられておりま

すが、どんな仕事をしてみえるのか、お尋ねしたいと思います。高齢者対策特命監

でも結構です。 

○議長（門脇 助雄君）   太田利孝高齢者対策特命監。 

○高齢者対策特命監（太田 利孝君）   お答えをいたします。 

 何をやったかということでございます。平成１８年度の介護保険の制度が変わり

まして、介護予防が重要視されることになりまして、要介護者の前の予備軍としま

して、特定高齢者の把握をしまして、介護予防の指導とか、一般高齢者の方への教

室などを開きました。また、高齢者対策室に地域包括支援センターを設置しまして、

保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャで、総合的な窓口として、高齢者の介護

予防の相談や予防のケアプランなどを行いました。 

 以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   先日、９月１日付の新聞なんですが、新聞の中に、

こういう折り込みが入ってたんですよ。私は中日新聞にも朝日新聞にも毎日新聞に

も電話をかけて聞きました。だれが持ってきましたか。役場の職員です。一部幾ら

ですか。４円４０銭です。私は中日と朝日もとっておりますが、入っておったのは

ある新聞だけでした。どちらとは言いませんけども。 

 これは政府の広報が出したものでしょう。政府の広報が出したのなら、本当は自

治会長を通して配布してもよかったものなんでしょう。一部４円４０銭もするもの

を、新聞配達のところへ持っていくという、そういうことが対策室の仕事かという

怒りを感じて仕方がないんですよ。それも全戸配布と違うんです。一部の地域だけ

なんですよ。その新聞社は全部で部数が足らなんだから、入っているうちも入って

おらんうちもあるでしょう、こういう答えでした。そんな政府の広報でいいんです

か。こんなことで後期高齢者制度をどのように変えていこうか、どうしようかと、

こういっているのでとんざすることは当たり前ですよ。再度、答弁をお願いします。

これは町長の方がいいかもわかりませんな。 



○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。 

 私の方にも、今手元に持っておるわけでございますけど、まことに申しわけござ

いませんけども、今、議員からお聞かせをさせていただいたことが初めて聞きまし

たので、まことに申しわけございません。 

○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）   この配布物は政府の広報として、政府がこの

方法で国民の皆さんに周知するという手段でとられたものでございますので、私ど

もの手元は通っておりません。私どもの手元に来れば、やはり全戸配布とか、そん

な手法もとろうかと思いますけども、国のやり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（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   全国で、この新聞の印刷代は２億５，０００万円な

んですよ。それを長寿医療制度が改善されましたとして、みんなに周知徹底するの

に、新聞の折り込みって本当に情けないですよ。いかに政府のやり方みたいなもの

が、私たちはこのように変えました、こうしました、こう改善しましたと、もう何

回か言ってますよ。この６月２８日の新聞、そうでしょう。一面を使って、こうい

うふうに長寿医療制度を改めて説明させてくださいといって、労働大臣の顔も写っ

て出ておるんです。これで２億円ですよ。その後もう一回、７月２３日に各紙に入

りましたね。こんな半分ですよ。医療制度の改善のお知らせと。単純に考えたら、

これは２億円ですから、これは１億円ですわな。これで３億円です。これで４億５，

０００万円ですよ。こんな金があったら、本当に低所得者の人や、そんな改善しま

したとか、こうしましたとか、９１日間で追い出すような医療をしなくても僕はい

いと思うんですよ。本当に情けないというふうな気がしてなりません。私のところ

へこれは送ってきました。これは後期高齢者のところから送ってきたんだと思うん

ですが、対策室が出したのか、三重県の連合が出したのか、お尋ねいたします。 

○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）   お手元の封筒の内容がちょっと見えないので

すけども、多分納付書であろうかと思いますけれども、納付書であるのなら、三重

県の後期高齢者の広域連合と私どもの名前、連名で出させていただいております。 



○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   これは郵便配達で、要は私の手帳なんです。保険証

なんです。保険証が届いたんです。郵便局の配達の人に、これは幾らかかるんです

かと聞いたら、これは配達記録郵便ですから何円だと言われたんです。幾らやと思

いますか。 

○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）   保険証でございますと、後期高齢者の広域連

合から直接加入者の方に送付されております。保険証でございますので、ただの普

通郵便じゃなしに、配達記録がとれるもので、不在であったり転出があった場合に

は、すべて連合に戻り、それがまた町に戻ってくるわけなんですけれども、そうい

うようなシステムをとっております。１通当たりおおよそ３００円ほどと思ってお

ります。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   確かに３００円ほどです。郵便配達の方は２９０円

やと言われました。それくらいは知っといてほしいと思います。町のこれを計算し

ますと、２，２４０人の該当者がおるとして２９０円を掛けると６４万９，６００

円するんですよ。国にいたしますと、国は１，３００万人おるというのですから、

これを２９０円掛けますと３７億７，０００万円なんですよ。何とさっきの新聞広

告の宣伝とこれで４０億円使っておるんですよ。こういうことがあって、いかに本

当に後期高齢者医療制度があかんかということが、わかっておるんですよ。 

 私は普通は週刊誌を買いません。この週刊誌を見てください。週刊朝日ですが、

頭に「だまされるな、後期高齢者医療制度、６つのうその大特集」と書いてあるの

です。うそやと書いてある。その中の言葉をずっと読みますと、１番目に、先ほど

やめた福田首相ですが、国民が長寿保険制度を理解すると不安があるので、わざと

説明してこなかったと書いてあるんです。こんななめたことがありますか。総理大

臣ですよ。 

 もう１つ、少しやわらかいぐらいの負担をしてくれてもいいじゃないかというの

が、この制度なのです。長寿の人に、少しぐらい負担してくれてもええやないかと

いう制度やと。大臣がこんなことを言っている。保険料は一般的に相当多数の人が

安くなると、こういうことを言っております。 



 私、初めて買いましたな、東洋経済新聞、こんな本です。この本の中に中曽根元

首相はこんなことを述べてます。名前が実に冷たい。愛情の抜けたやり方で、つじ

つま合わせのにわか仕立てだなと、こう書いてある。保健局の森光敬子さんという

のかな、課長です。重複算定は認めないということを、この中で言ってみえる。 

 私、これも初めてですが、週刊ダイヤモンドです。こんなもの買ったことないけ

れども、特に７５歳以上の堀内元総務会長は、私を含めた７５歳以上の人たちは、

もはや用済みとばかりに、国が率先して「うば捨て山」をつくったような印象を受

けると、こういうふうに言ってます。また厚生官僚の堤修三さんは、経済性ばかり

を追及した制度で批判は免れないと、こう言っておるんです。 

 一番最後に持っていったのが一番大事なんです。大事なものを一番最後に出すの

ですけど、この制度をつくった厚生労働省の宮島俊彦審議官、最初の制度設定でや

っていけるのは５年ぐらい、こんなことを審議官が言っておるのですよ。５年ぐら

いでこれはつぶれると、こう言うんです。長もちしない仕組みであると認めておる

んですよ。 

 私は先ほど４冊読みましたが、何か感想でも結構ですので、部長、答弁してくだ

さい。 

○議長（門脇 助雄君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   確認だけ、山口先生、お願いします。先ほど、この新

聞折り込みの件なんですけど、役場の職員が新聞の配達の店へ持ってきたと言われ

ましたけど、そうでよろしいですね。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   どこの新聞社か言いませんけど、部数が足りません

と言いました。そうすると、この４円５０銭というのは、どこから金が出るのです

か。再度、答弁をしてください。 

○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）   まず初めに新聞広告の件ですけれども、私ど

も、東員町の職員が新聞販売店に持ち込んだことはございません。それから、４円

５０銭というお金は町が出しておりません。出すのであれば、国の広報ですから、

国から費用が出ておると思います。 



 それから先ほどの週刊誌等のいろんな事柄でございますけども、私は報道一課の

論説員とか、そういうものではございません。私はただ１人の地方公務員でござい

ます。法に基づいた形で粛々と仕事をしてまいりますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

○議長（門脇 助雄君）   山口一成君。 

○９番（山口 一成君）   長々と質問しておっても、らちが明かないようなこ

とでありますけれども、ここに私はもう１冊の古い本を持ってきました。８月２２

日の朝日新聞の夕刊でこの本は紹介されました。ああ、この本、おいらのところの

うちにあったなと思って、私は部屋から探してきました。現在は西和賀町と書いて

ある。岩手県です。岩手県の村長です。深澤晟雄さんという方ですが、生命村長さ

んと言われて、昭和３２年ですから今から５２年ほど前ですね。高齢者、乳児に対

して国民健康保険１０割給付を断行したのです。９割とか５割とか１割とかという

ちょろいことと違って１０割全部負担すると、こう言ったんです。そういうことを

やった村長なんです。平均寿命は伸びましたし、乳幼児の死亡率はゼロになったん

です。そういう金字塔を打ち立てた村長なんです。 

 こういう銅像も立っておりますけれども、このように決断をするのは、法律がど

うやこうやというんじゃなしに、東員町の一般会計を見ると、またいろんな会計を

見ると、やはり黒字なんですよ。何とかいろんな手は打てるかもわかりませんけれ

ども、町長の決断次第でこういうようなことはできると思うんです。不可能を可能

にすることは、やはり町長一人だけなんですから、町長、これから広域連合へ行っ

ても、こうなるからこうやと言わずに、こんなようなことを議会にも言われた、こ

の制度は５年間でダメやと審議官が言っておる、何とかならんやろうかと、こうい

うようなことを言っていただきたいなと思います。 

 私の質問時間はまだ１５分ほど残ってますけども、これで終わります。 

 以上です。 


