
○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。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 東日本大震災は、まもなく発生から３年を経ようとしています。しかし今日、今なお被災

者にとっては確かな復興の道筋は見えていません。のみならず、福島第一原発が引き起

こした未曾有の災害は除染は進まず、新たな高濃度汚染水の海洋流出、汚染土壌の置

き場や処理対策、そして避難者の帰還困難など、原発災害は依然として収束の目途はた

っていません。政府は住民の声をしっかりと受けとめ、１日でも早くふるさとに帰ることがで

きるよう、復興支援の実施をすべきだと私は考えています。 

 さて、今３月議会におきまして、１点目、防災について、２点目、国保について、３点目、

新年度予算についての３点を質問をいたします。 

 どうぞ明解な答弁をお願いをいたします。 

 １点目は防災についてです。 

 ３．１１大震災後、多くの法制度が改正、あるいは制定され、南海トラフ地震をはじめ大

規模震災が懸念される状況の中で、自治体の防災対策はますます重要な課題となってい

ます。 

 一方で台風や集中豪雨による土砂災害、竜巻被害など、かつて経験したことのないとい

う形容詞のつく災害も各地で発生するようになっています。こうした状況を踏まえて、東員

町としての防災計画について伺いたいと思います。 

 ①、地域防災計画は災害対策基本法に基づいて制定します、自治体防災の基本とされ

る法定計画です。自治体が作成する地域防災計画は、国の防災基本計画に基づいて作

成することになっています。災害対策の実施に責任を持つ市町の地域防災計画ですが、

国の防災基本計画の事項を基準に作成し、これを支援する都道府県や国の計画、防災

業務計画と一貫性を持たせるようになっていると思います。これは大規模災害時の応急

対策を広域的に支援する上では重要なことですが、一面で形式化され、地域の実情など

が反映されにくい防災計画になりませんでしょうか。その点について、お尋ねをいたしま

す。 

 ②、真の防災対策に求められるのは、地域社会全体として安全性を向上させ、被害を未

然に制御することによって、事後の応急対策や復旧対策の負荷を軽減し、その実効性を

高めることだと思います。これを通じて住民の命、財産を一体的に保護できる道が開かれ

ます。そのためにも地域ごとの災害脆弱性を踏まえた対応や、地域社会全体の安全性向

上への取り組みについて伺います。 

 ③、新年度予算で対策本部機能強化工事費を計上いたしております。機能管理課は西

庁舎の２階へ移動とのことですが、この経過と町民にとって本当にこれでよいのかどうか、

お尋ねをいたします。 

 ④、今、改めて井戸の役割が見直しされ、防災井戸として設置、管理する市町が増えて

まいりました。井戸の町内の現状と水質検査は町で実施したらどうでしょうか。 



 ⑤、消火栓を示す標示板が役目を果たさない状況にあります。さびでボロボロ、字が消

えかかっています。早急に対応すべきだと考えるものです。 

 以上５点について、総務部長の答弁を求めます。 

○議長（木村 宗朝君）   早川正総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   おはようございます。 

 大崎議員の防災についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 １点目の防災計画についてでございますが、現在の本町地域防災計画は平成２１年度

に改定いたしました。当時は三重県への事前協議が必要で、地域の独自性が反映されに

くい計画でございましたが、平成２３年８月３０日に「地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う災害対策基

本法の一部が改正されたことに伴いまして、地域の実情が反映できる仕組みとなりまし

た。 

 したがいまして、来年度作成をさせていただきます本町の防災計画は、今後発表されま

す三重県地域防災計画、被害想定を考慮し、平成２４年度に実施されました地域防災計

画ワークショップ等で提出されました、地域の皆さんからのご意見を取り入れまして、本町

の特色を生かした防災計画にしてまいりたいと考えております。 

 次に、地域ごとの災害脆弱性を踏まえた対応でございますが、現在、小学校区単位で、

自治会長をはじめ、学校関係者を交えて会議を行っていただいております。 

 内容につきましては、避難所・避難経路の選定、災害時要援護者の支援計画等、地域

ごとの課題解決に努めており、各自主防災組織に持ち帰っていただきまして訓練を実施

することで、地域の皆様に浸透し、災害に強いまちづくりができるものと考えております。

各地区の課題につきまして集約をし、今後の災害時の情報として生かしてまいりたいと考

えております。 

 また、町民の皆様に対して、地域ごとの課題や校区会議等の活動報告も含めて、広報、

あるいはホームページや各自主防災組織での訓練支援時におきまして、積極的に情報

発信してまいりたいと考えております。 

 次に、危機管理課の西庁舎への移動でございますが、西庁舎建設当時、大規模災害時

に役場機能が喪失することのないよう、建物の耐震、停電時の自家発電によりますコンセ

ントの数など、さまざまなことを考慮し、西庁舎は建設をさせていただいたところでござい

ます。 

 したがいまして、現在の地域防災計画におけます災害対策本部の設置場所は役場西

庁舎といたしております。大規模災害時には、西庁舎２階におきまして対応をいたすことと

しており、今回、災害対策本部と危機管理課が隣接して一元化することによりまして、災

害時、最も大切であります初動体制が確保できるとともに、機能強化が図られるものと考

えております。 



 また、危機管理課の移動に対しましては、町民の皆様に広報、あるいは案内標示看板

等を作成をしまして、しっかりと周知広報をしてまいりたいと考えております。 

 次に井戸の状況でございますが、有事の際、水の確保は大変重要と考えております。

町といたしましては井戸水メーターの設置件数を把握しておりますが、地域個々の井戸水

については把握していない状況でございます。地域の井戸水につきましては、現在、自主

防災活動事業補助金を活用いただいて、井戸水の水質検査を実施いただいている自主

防災組織もあり、今後も積極的に自主防災活動補助金を活用いただき、井戸水の水質検

査等を行っていただけるよう、各自主防災組織にお願いをいたしたいと考えております。 

 次に消火栓の標示板の取りかえでございますが、道路内にある消火栓につきましては、

位置を明示するため、消火栓の周囲に黄色のラインを施しており、公園等見えにくい場所

の消火栓・防火水槽につきましては標識等を設置しております。標識の腐食が進んでい

る部分につきましては撤去を行ってまいりましたが、消防水利を町民の皆様に表示するこ

とは必要でありますので、見えにくい場所の消火栓・防火水槽の標識等につきましては調

査を行い、設置、取りかえを計画的に実施してまいりたいと考えておりますので、ご理解

賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁を総務部長からいただきました。 

 法改正により、平成２３年度からそれぞれ地域の独自性をきちっと防災計画の中に網羅

するということになったので、その方向でいきたいということで、部長の答弁もありましたが、

ワークショップが実施をされまして、女性の声や高齢者の皆さんの声というのがそこにい

ろんな形で出されておりますので、それがきちっと条例の中に明記されていくのかなという

ふうに思います。 

 この東員町独自のものというのがあるわけですので、きちっとそういうことを条例の中に

明記をしていただきたいというふうに思います。 

 先般こういう行程表をいただいたんですけれど、そういう会議はどういう形で月一行われ

ていくのか、ワークショップで出された皆さんの声、そしてそれをくみ込んでいく、そういう

会議の日程というのは、防災会議の中で毎月ずっと詰めていかれるのか、２カ月に１回と

か、どういう形でなさっていきますでしょうか。条例をつくるまでの過程です。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 防災計画につきましては、これから策定をさせていただくところでございますけれども、

まずコンサル業の委託という部分もございますけれども、平成２４年度にワークショップの

意見をとりまとめをさせていただいております。 

 その部分につきましては文書等にもつくってございまして、その意見を集約をさせていた

だいて、防災会議等で作成をさせていただくというふうにはなりますけれども、当然、庁内

でも議論をさせていただきます。あと、自治会長様とか自主防災組織の方、それぞれのと



ころに意見を聞きながらやっていくんですけれども、今現在、詳細なスケジュールにつきま

しては、これからまだ詰めてまいりますところですので、ご理解を賜りたいと思っておりま

す。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   会議の日程などは今後詰めていかなければならないという

ことをおっしゃっておりまして、１年かかって、この計画を練っていくわけですけれど、コン

サルに出される前に、ある程度の町としての方向性というのをきちっとしていただいて、そ

れが議会のほうに提示していただけるかどうかはわかりませんけれども、きちっと情報公

開といいましょうか、内容を明らかにしていただいて、本当に東員町独自の防災計画とい

うのを大事にしていただきたいというふうに思います。 

 それで防災計画の中で、応急対策とか復旧対策というのがとても大事だというふうには

思いますけれど、予防対策、未然防止というのもすごく大切ではないかというふうに考え

ております。全体的に予防対策をしっかりすれば、万が一のときにも、復旧というのに経

費がかからないように思うわけなんです。病気でも早期発見といって重篤な病気にかから

ない、かかっても経費が済む、それと同じようなことなんですけれど、予防対策という点で、

かけられる経費というのが非常に少ないのかなというふうに私は思うんです。 

 先般も同僚議員から、例えば家具の転倒防止とか家の耐震改修ですね、ブロック塀の

倒壊とか、そういうこともすごく大事なことなんですよね。そういうことについての調査はど

のようになさっているのかなということで。家具転倒防止については１７２件プラス平成２５

年度が９件ということをおっしゃっておりました。果たしてこれだけで済むものなのかどうな

のか、大変危惧をいたしますので、予防対策についてのお考えというのをお聞きしたいと

いうふうに思います。 

 こういう防災計画の中にも予防対策、家具転倒防止についてが２カ所に明記されている

んです。防災知識の普及計画というところの住民に対する普及計画の中にも１１項目あり

まして、この中にも家具転倒とかブロック塀について書いてありますし、２０３ページの住

民への広報計画、ここの中にもちゃんと家具の固定、ブロック塀の倒壊防止等ということ

が明記されているんですけれど、明記だけであって、これがどのように活用されていて、

現状どういうふうに調査、理解されているのか、お願いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 お答えになるかどうか、不明なところもあるんですけれども、予防というところで昨日も種

村議員のところでも申し上げました、自らの命を自らで守っていただく、そのためには危機

意識を持っていただくための活動を私どもは積極的に行う必要があります。 

 家具転倒防止であるとか耐震診断、こういったことの事業があるということを絶えず周知

広報を、現在事業のほうが、皆さん意識が薄れつつあって、昨日お話をさせていただきま

したように、件数も減少傾向にあります。もう一度、私どもも周知に努めていきたいと思っ



ておりますし、まず避難であるとか、そういったものを自主防災組織の方も一緒になって

考えていくということが必要であると思っておりますし、各自主防災組織につきましても、

訓練の中で自分たちの地域を見ていただいて、タウンウォッチングをしていただいて、こう

いったところが危ないというようなことを、私どものほうに情報提供をいただいたり、その部

分でまた防災計画に反映をさせていただく、そういう仕組みづくりについても現在取り組み

をさせていただいておりますし、役場の中の庁舎につきましても、ＢＣＰをはじめ初動計画

の部分であるとか、事業計画の部分も改めて見直しをさせていただいております。 

 今申し上げましたように、各自主防災組織におきましても、初動の体制をどうしたらいい

のか、避難マニュアル等という部分を、現在一緒になって計画をつくらせていただきながら、

そういった部分も防災計画に反映をできるようなことを考えておりますので、そういったこ

とでしっかりと対策をしていきたいというふうに考えております。 

 少し答弁のほうが外れたかもわかりませんけれども、そういうことを考えております。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、自主防災組織の力をかりることも大切であるということを

部長がおっしゃいました。自主防災組織は２３自治会に組織をされておりまして、それぞ

れの地域で年１回ないし２回、多いところは毎月やっていらっしゃるところもあるわけで、多

少の温度差はありますけれど、自主防災組織が一定の役割を果たしながら、また行政と

連携しながら、地域住民の安全というのを守っていく部分もあるかなというふうに思いま

す。 

 先般、県が行った自治会長あての自主防災組織のアンケートの中から、先ほど部長が

おっしゃったように、避難するためのマニュアルとか防災マップをつくってほしいとか、家具

の固定などに力をかりたい、そういうこととか、不足しているものは簡易の無線機、あるい

は非常用発電機、そういうような回答も載せられておりました。ぜひ自主防災組織は大変

大切な組織ですので、きちっと意思疎通をしていただきたいというふうに思います。 

 そこでもう１点は、自主防災組織の横の連携ですけれど、どういう形でやっていらっしゃ

るのか、月１回の会議なのか、不定期の会議を開いていらっしゃるのか、そのあたりにつ

いてお願いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 自主防災組織はそれぞれ活動をいただいているところでございますけれども、各小学校

区単位の校区会議のほうも実施をいただいております。その校区の中でそれぞれ意見を

出し合っていただきまして、その地域における問題であるとか、課題を共有をいただく、あ

るいは各自主防災組織の訓練の内容を情報共有をいただきながら、各自治会の自主防

災組織の訓練に生かしていただく、そういったこともさせていただいておりますし、また全

体会議のほうも実施をさせていただいて、そちらのほうでも情報共有をさせていただいて

いるところでございます。 



○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   校区単位で会議をして、そこで出される問題点や意見交換

を行っているということです。そこで出されたよいことは、みんなで、東員町全体でやること

もあるかもわかりません。 

 全体的な自主防災組織というのは、先ほど答弁がなかったんですけれど、それこそ問題

提起があれば行われるのか、それとも定期的に半年に１回とか、そういう点についてはど

うでしたか。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   すみません、先ほども少し答えさせていただいたところです

けれども、全体会議のほうも開催をさせていただいております。 

 年２回ほどですかね、実施をさせていただいております。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   わかりました。年に２回、全体会議を開いているということが

わかりました。 

 もちろん、行政としては３０万円かけて自治会で防災で必要な物は経費としては買える

部分もあるわけですが、自主防災組織の皆さんと協議なさって、本当に必要な物は、また

行政での手だてをしていただきたいなというふうに思います。 

 それと井戸水については各自治会でやっているところもあるし、きちっとした数は掌握を

していないということでしたので、やはり大事なことであるというふうに思いますので、活用

できる井戸水の調査をきちっとお願いをしたいなというふうに思います。 

 それと消火栓についても大事なことですので、これから調査をして実施をするということ

ですが、新年度予算で住民からの要望、自治会からの要望があれば積極的に交換をして

いただいて、皆さんの安全を守る上でとても大切なことですので、消火栓のボロボロの標

示板の取りかえをぜひとも進めていただきたいというふうに思います。 

 それと昨日も出ましたが、防災コーディネーター８名の方がいらっしゃるということですが、

現在、防災コーディネーターの方の仕事内容といいましょうか、行政としてはこの皆さんと

どういう連携をとりながら、地域の皆さんの安全を守るために議論をなさっているのか、そ

のあたりについてお願いをしたいというふうに思います。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 井戸水メーターのことでございますけれども、現在町内で井戸を持ってみえましたら当然

メーターをつけていただくというところでございますけれども、井戸水メーターを設置してい

るところは１７３件というふうに把握をしておりますし、メーターが設置をされてない部分が

もしあれば、それについては把握ができていないというところでございます。 

 防災コーディネーターにつきましては、現在８名の方がみえておりまして、この８名の方

の防災ネットさんで防災活動という形で、先だっても保健福祉センターのほうで防災にか



かわります講演会を実施をしていただいたというところもあります。こういった方をもっと地

域のほうに増やしていきたいと考えておりますし、できれば自主防災組織の中に、昨日も

話をさせていただいたように、研修を受けたコーディネーターさんが配置できるような仕組

みという部分を、積極的に自主防災組織に働きかけていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ防災コーディネーターの皆さんの力もかりながら、住民

の命、財産を守るために、みんなでよりよい防災計画ができることをお願いをしたいという

ふうに思いますし、一定の情報をできる部分については提示していただいて、意見を求め

ていただきたいというふうに思います。 

 そして、いろんな形で行政から防災ハザードマップとか、家具転倒防止についてはこうし

てくださいという形でいただくんですけれども、これを町民の皆さんがどういうふうに見たり

活用していくかということが、とても大切だというふうに思いますので、先ほどおっしゃった

ように、ちょっと危機意識が薄れてきているのかなということをおっしゃっておりましたので、

逐次いろんな形で広報とういんだけに頼らないで、いろんなところで、きちっと活用できる

ようにＰＲをしていただきたいことをお願いをして、２点目に入っていきたいと思います。 

 ２点目は国保についてです。 

 国保は他の公的医療機関に加入できない人々を支えるという重要な役割があります。

低所得者を対象とした医療保障制度は、日本では生活保護の医療補助しかありません。

つまり生活保護一歩手前のセーフティーネットとしての医療を保障しているのが国保で

す。 

 国保加入者は無職や非正規雇用等の特徴があり、加入者の所得水準で比較すれば、

国保は公的医療保険の中で所得水準が最も低いというふうに感じるものでございます。 

 そこで①、保険料は県下でも６番目に高いというふうに思います。２０１２年度、１人当た

り１０万３，３９２円、ぜひ繰入金を前年度並みに３，０００万円にしていただいて、保険料を

引き下げるべきだと考えるものです。また、保険料が高くなる要因といたしまして、保険給

付費が大きく関係をいたします。１人当たりの医療費も県下で４番目に高いです。３４万８，

４１８円です。この要因について、どのように分析していらっしゃいますでしょうか。 

 ②、高過ぎる保険料への対策といたしまして減免制度があります。７割、５割、２割の法

定減免と申請減免制度があります。申請減免制度の適用条件は、天災、あるいは町長の

認める項目ですが、県内では失業、事業廃止、借金、生活困窮、所得激減、障がい者、

ひとり親、高齢者などの要件があります。現状に見合った減免制度の要件の拡充を求め

るものです。 

 ③、新年度予算で保険財政共同安定化事業費交付金が大幅に伸びています。なぜで

すか。県単位の地域での助け合いとしての国保という性格が強まるとともに、国の責任は

弱められるのではないかと危惧をいたしますが、どうですか。 



 ④、公的医療保険は保険原理だけでなく、社会原理があると思います。助け合いだけで

は成り立たないと思います。社会的につくり出される生活上の諸問題に対応するというも

のであると思います。公的医療保険への国庫支出などの公費負担、被用者保険の事業

者負担といったものは、社会原理があるからこそ拠出されているものと考えるものです。

公的医療保険が地域での助け合いの保険、自助の共同化に転化しないようにすることが

大切だと考えるものでございます。 

 以上の点について、生活福祉部長の答弁を求めます。 

○議長（木村 宗朝君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   大崎議員の国保についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 まず、保険料及び医療費の状況でございますが、県国保連合会の調べによりますと、平

成２４年度の東員町の国民健康保険被保険者１人当たりの医療費は、県内で６番目とな

っております。 

 これは町の国保被保険者のうち、医療機関を受診する機会の多い６５歳から７４歳の被

保険者の占める割合が４１％と、県内でも３番目に高い割合となっていることや、地理的

に医療機関を受診できる環境に恵まれていることなどが、医療費が高くなっている要因で

あると思われます。 

 また、１人当たりの国民健康保険料につきましても、平成２４年度は県内で６番目となっ

ておりますが、国保制度におきましては医療費総額の半分を公費で負担し、残りの半分

を保険料で賄うこととなっており、このため、医療費が高くなれば必然的に保険料も高くな

ることとなります。 

 これまでも一般会計からの繰入れや基金の取り崩し、また、ジェネリック医薬品の周知

等による医療費の適正化を行うことにより、保険料の増加を抑制してまいりましたが、平

成２６年度の保険料につきましても、前年と同程度の保険料と考えております。 

 次に、減免制度の適用条件の拡大についてのご質問でございますが、保険料につきま

しては、条例で「災害等により生活が著しく困難となった者又これに準ずると認められる

者」に対し減免を行うと定めておりますし、前年度所得に応じた保険料の軽減措置も行っ

ております。 

 なお、この減免等の制度につきましては、住民の皆様に広報を通じて周知してまいりた

いと考えております。 

 次に、保険財政共同安定化事業についてのご質問でございますが、この事業は国保連

合会を事業主体とし、都道府県内市町村間の保険料の平準化及び財政の安定化を図る

ため、レセプト１件当たり２０万円超８０万円未満の医療費を対象として、各市町村間の国

保財政からの拠出金を財源として費用負担を調整するものであり、対象となる医療費の

合算額の５９％が、交付金として国保連合会から交付されます。 



 なお、国保法の改正により、平成２７年度から全ての医療費が事業対象とされることとな

りました。これは財政運営の都道府県単位化を推進することにより、国保制度の安定的な

運営を確保しようとするものでございます。 

 三重県におきまして、平成２７年度に向け、段階的に対象医療費の引き下げを行ってお

り、平成２６年度は２万円を超えるものとなり、対象医療費が大きく引き下げられたことが、

平成２６年度予算において同事業に対する拠出金、交付金が大きく増加した要因でござ

います。 

 次に、公的医療保険の後退は許されないと思うがどうか、とのご質問でございますが、

市町村国保は被用者保険に比べて低所得者の加入が多い、年齢構成が高い、所得に占

める保険料負担が重いといった問題により財政基盤が脆弱であり、この財政基盤の安定

化が優先課題となっております。 

 このため、昨年１２月に国の社会保障制度改革の方針が示され、平成２９年度までを目

途に、国保被保険者の都道府県への移行に関し、必要な措置を講じるとされたところでご

ざいます。 

 保険料の賦課方式など、具体的な制度改革の内容につきましては、これから協議が行

われていくこととなりますが、国民健康保険は町民の命を守る国民皆保険制度の最後の

とりでとしての役割を担っていると考えておりますので、健全で安定した運営が行われる

よう今後も努めてまいります。 

 ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○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。 

 保険料が高い、医療給付費も高いんですけれど、これは部長の答弁の中で前期高齢者

の人数が大変増えている、それが１つの要因と、かかる医療機関がたくさんあるので、こ

のように給付費がかかるので、それでおのずから保険料も高くなるということをおっしゃっ

ておりましたが、ただ単にそれだけが本当に医療給付費の高くなる要因なのかなというふ

うに思いますが、もう少しいろんなサイドでの分析というのは、もちろんがんであるとか、そ

ういう病気はあると思うんですけれど、そういうものがあった場合、それを少しでも軽減す

るための努力というか、そういうことについての方策を１点お聞きしたいのと、確かに保険

料については医療給付費分については何とか前年度、引き下げるために努力をしていた

だいております。だけど介護納付金と後期の支援金が上がっていくから、結局保険料が

高くなっていくということを常におっしゃっております。 

 それで当初予算では、８，０００万円の基金と町財政の一般会計から２，０００万円入れ

て、約１億円で何とか前年度並みにいたしますよということですが、なぜ１，０００万円減額

されたのか。１，０００万円を現状維持するためよりも、３，０００万円にしていただいて、１

人当たりの保険料を１，５００円ぐらい引き下げることが可能だというふうに思いますが、そ

ういうことはできなかったのでしょうか。そのあたりについて、お願いをいたします。 



○議長（木村 宗朝君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   医療費の問題につきましては、先ほど前期高齢者、

６５歳から７４歳の方が４１％いらっしゃいまして、その中で医療費につきましては全体の

中の６５．１％を占めております。県の平均では５５．２％ということですね、約１０％ほど、

東員町につきましては高いというふうな現状にございます。 

 また、循環器系とか骨格系というか、ヘルニアとか腰痛とか、内分泌代謝系、糖尿病関

係とか、そういうのが率が結構高くなっております。 

 また、予防の面につきましては、保健所の取り組みにつきましては、成人に関するいろ

んな事業を申しますと、各種がん検診とか、４０歳以上から７４歳以下の国保加入者を対

象とした特定健診のうち、積極的支援とか動機づけ支援が必要な方に対し、生活習慣の

改善のための特定保健指導を実施したり、特定保健指導の未受診者に対しましても、受

診勧奨とか継続受診につながるような効果的な事業の実施を図るとともに、保健指導効

果の確認と質の向上を検証してやっております。 

 いずれにいたしましても、保健師の予防活動が、町民の健康を守る上でとても大事なこ

とということでありますので、今後も引き続き予防活動に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。 

 １，０００万円の町からの繰入金でございますけども、今までどおり保険料につきまして

は、ほとんど平成２１年度ぐらいから同じペースで保険料を上げないような努力をやらせ

ていただいておりまして、先ほども答弁させていただきましたように、ジェネリック医薬品と

か、いろいろなものを保険証につけて啓蒙もさせていただいておりますので、そういった活

動を通じて保険料を上げないような努力はさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   保険料をなるべく上げないように、という形での努力はわか

っておりますが、一般会計からの繰入金が３，０００万円から２，０００万円になりましたの

で、私としては現行どおり３，０００万円として、１人当たり１，５００円ぐらい引き下げること

が可能ではないかというふうに思ったので、そのあたりはどのように議論されたのかなと

いうのが答弁漏れでしたので、後でお願いをしたいというふうに思います。 

 国の方向性としては、平成２９年度に県一本になっていく方向性のようですが、県一本

になれば、給付費が少なくて保険料が安い地域は、逆に言えば保険料が上がっていくと

いう形になるわけですよね。同じ県内で今まで低いところが高くなる、逆に高いところは多

少は低くなるかもわかりませんけれど、そういうことが本当にあっていいのかどうなのかと

いうのをすごく危惧をいたしますので、公的医療保険であるならば、やはりそういうことで

なくて、きちっと予防に力を入れていただきながら、国保の皆さんの命を守っていくというこ

とがとても大切ではないかなというふうに思います。 



 それと申請減免については、なかなか周知がされておりませんので、部長も今後周知を

していきますということですので、窓口での対応時、あるいは国保証を送付するときに案

内チラシを入れるとか、そういう啓蒙をきちっとやっていただきたいというふうに思います。 

 そのあたりについてお願いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   一般会計からの繰入れにつきましては、いろいろ基

金からの繰入れとも関連しておりますので、基金の繰入額と一般会計の繰入額を入れて、

保険料がどれくらいになるかということの中で検討いたしまして、昨年と同じような保険料

でいけるということで、一般会計の繰入れ、それと基金からの繰入額を検討いたしたとこ

ろでございます。 

 また、申請減免つきましても、過去、阪神淡路大震災のころとか火災とか、いろいろ減免

もやってきてはおるわけですけども、それについて、大崎議員おっしゃられるように、こち

らのほうも広報等させていただきたいと考えております。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ申請減免については、いろんな形で周知をしていただき

たいというふうに思いますし、予防に力を入れていく、それには保健師さんの人数が今の

現状でいいのか、あるいはやはり増やすべきなのか、これも先日の一般質問の中で議論

があり、副町長からも答弁がありましたので、そのあたりもきちっと議論を進めていただい

て、よりよい方向に持っていっていただきますようにお願いをして、３点目に入っていきま

す。 

 ３点目は新年度予算について。 

 国は社会保障、税一体改革に基づく消費税増税と、本格的な社会保障改革が始まる予

算であり、大企業の減税、大型公共事業や新たな軍拡の推進の一歩、国民・住民に対す

るかつてない負担増元年予算というべきものです。 

 さて、東員町の２０１４年度の予算編成の基本方針は、①、地域力をつくる、②、命を守

る、③、健やかに育ち、育てるの３本柱で編成されております。 

 ４月からの消費税増税による町民の暮らしへの影響を大変心配しています。そこで新年

度予算で、若い世代、現役世代、高齢者世代への支援策はどのようでしょうか。 

 次に、イオンがオープンして３カ月が経過しました。イオン関係での増収はどのように見

込んでいらっしゃいますでしょうか。 

 また、地方交付税は減額となっています。おまけに地方交付税の目的趣旨に反し、公務

員の人件費削減など、行革を強要・誘導する算定方式も導入していると思います。 

 政府は地方消費税をはじめとした地方税収が増加するので、一般財源総額では増額に

なると説明をいたしておりますが、消費税増税に伴って町が実施している公共事業工事

や物品購入コストが増大することや社会保障費の自然増などを考慮すると、財政が楽に

なるわけではないと考えます。 



 三位一体改革で大幅に減らされた額をもとに戻し、法定率を引き上げて財源保障の機

能を果たすよう、制度の充実を図ることだと思います。今後の交付税はどのように推移し

ていきますでしょうか、答弁をお願いをいたします。 

 最後に消費税増税による暮らしへの影響、年金や医療、生活保護など、社会保障の給

付削減で町民の暮らしは大変です。国は大きな被害を受ける低所得者に１人１万円を１

回限りとして支給しますが、これで負担増は解消されません。国保料や後期医療保険料、

あるいは給食費などの引き上げが予定をされています。町としての支援策はあるのでしょ

うか、町長に答弁を求めます。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   新年度予算についてのご質問にお答えをさせていただきま

す。 

 今おっしゃっていただいたように、私の所信表明及び鷲田議員への昨日の答弁と重なり

ますけれども、予算編成は、地域力をつくる、生命（いのち）を守る、健やかに育ち育てる、

この３本柱を軸として編成をさせていただきました。 

 この３つを基本方針としながら、超高齢社会、人口減少を迎えた時代に合った制度設計

につくり変えていかなければならないと考え、限りある財源を有効に活用する中で、予算

の選択と集中を図りながら、来年度の施策に盛り込んでいったところでございます。 

 議員からは、各世代への支援についてのご質問をいただいております。 

 これにつきましては、放課後児童対策事業として新稲部学童保育所の整備、今年度に

引き続きまして、５歳児の幼稚園保育料を無料化することにより、子育て家庭への経済的

負担の軽減、発達支援事業の機能強化により、子育て中の若い親ごさんの子どもの発達

状況に対するさまざまな悩みや心配事に対する支援、保育園・幼稚園の保育環境、就学

前教育の充実などを図ってまいります。 

 また、現役世代から高年齢に向かう時期での健康を守るため、疾病の早期発見・早期

治療を可能にする各種がん検診事業や特定健診、また特定保健指導、生活習慣病予防

教室やこころの健康相談事業などを推進し、働く世代にとって最も大切な健康の保持及

び増進に寄与するよう、施策を図ってまいります。 

 さらには高齢者が住み慣れた地域でいつまでも暮らすことができる地域づくりをするた

めに、ボランティアポイント制度の導入を考えておりまして、地域での支え合いの仕組みを

構築してまいります。 

 シニアクラブや元気老人サロン活動事業には、引き続き支援を行っていくとともに、自治

会が実施していただいております敬老行事への支援に加えまして、来年度は地域の高齢

者の見守りに対しても補助を行うということで、地域の中で人と人とのつながりがより一層

深くなるよう、支援を強化いたしてまいります。 

 ２点目の新年度予算におけるイオン関係の増収につきましては、町税で１億１，４５０万

円を見込んでおります。 



 内訳といたしましては、法人住民税で９５０万円、固定資産税の土地で１，２００万円、家

屋で８，８００万円、償却資産で５００万円と推計をいたしております。 

 平成２７年度以降の将来的な見通しにつきましては、これからの生産年齢人口の減少を

考えますと、今後の増収は難しいものと考えております。 

 また、平成２７年度に予定される東員インターチェンジが開通すれば、昨年オープンした

イオンモール東員への来客が増えることを期待はできますが、現在のところ、税収にはそ

れほど大きく影響はしないものと考えております。 

 ３点目の国の予算と地方交付税の関係についてでございますが、地方税収入と地方交

付金は相対的な関係がございまして、イオン関係の増収により税収は増加するんですが、

一方で地方交付税は前年度比１３．８％、１億５，４２０万円減収するものと予想をしており

まして、町税の増収分に応じて地方交付税は減額になります。 

 いずれにいたしましても、限りある財源を有効に活用しながら、質の高いまちづくりにつ

なげてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解、ご協力賜りますようお願いを申し

上げます。 

 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長から答弁をいただきました。 

 町長の答弁の中で、イオン関係からの税収は余り見込めないのではないのかということ

をおっしゃって、ああそうなのかな、どうなんだろうなと。私は新年度のイオン関係では、１

億１，０００万円ぐらいということをおっしゃってたんですけれど、ここ５年ぐらいでの計画と

いうか、そういうのはないのかなと。もしそこで一定の増収が見込めるのなら、町長がおっ

しゃっている子育て支援策への拡大について、今、５歳児ですけれど、４歳児までの年齢

引き下げというのができないのかな、そんなことを思っておりましたが、そんなにイオンの

増収というのは見込めないのでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   イオンによりまして、先ほども申し上げましたように１億円強

の増収がございます。これは来年も見込める額でございますが、多少は減りますけどね、

ただ、先ほども申し上げましたように、それ以上増えるということはなかなか難しいのでは

ないか。要は１億円強が２億円になるとか３億円になるとかいうのは、これは難しいので

はないかというふうに考えております。 

 それと先ほども申し上げましたように、税収が増えれば地方交付税は減るということにな

ります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   そこら辺もおかしな部分もあるのかなと思いますが、自分の

ところの税収が増えたら国からいただく交付税は減っていくということなんですけれど、交



付税はその町がきちっと運営できる、その１つの担保だというふうに思うわけですので、や

はりそのあたりはきちっと国にもっともっと新年度は地方交付税が先ほど申しましたように、

新しい方法もくみ込んできてますよね。正式名称ちょっと忘れましたけれど、普通交付税

の中で、間違ってたらすみません、元気創生、これはまた予算決算の中でお聞きしたいと

いうふうに思います。 

 交付税の算入の方法が若干変わっておりまして、地方交付税の趣旨を曲げている部分

もあるというふうに思いますので、そういうことがあれば国に声を上げて、地方交付税をき

ちっとよこせということを主張していただきたいというふうに思います。 

 でもやはり私はイオンの増収があれば、それをきちっと地域に返していただきたい、地

域の皆さんにというふうに思っておりましたが、若干の増収ではあるにしろ、それを地域の

皆さんに返していただきたいというふうに思います。 

 先ほども言いましたように、国保料とか後期高齢者医療保険、この４月からまた引き上

げになるわけです。その辺についての町民への負担増に対して、行政としてどういう手だ

てをとっていただけるのかなと。国は消費税が上がる分については、低所得者には１回限

りですけど１万円を支給いたしますが、そういうことについてのお考えはあるのかないの

か、それだけお願いをしたいというふうに思います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   交付税が上がれば消費税分だけ、多少は上がるんです。

１％返ってくるのが１．７％返ってくるということになるんですが、ただ、出てくるものがいろ

いろありますから、だからどのぐらいそれが町へ入ってくるのかわかりません。 

 イオンの増収分と言われますけど、一般財源の中で必要なところへ手当をしてまいりた

いというふうに思っておりますので、その中で考えてまいりたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ４月からは消費税が増税になって、本当にいろんな形で町

民の暮らしは大変になるというふうに思います。増税することによって、また逆に保険料が

払えませんよとか、そういうことになってはいけないというふうに思いますので、保険料が

払えない皆さんに対しては懇切丁寧に相談に乗っていただくとか、そういうところで、行政

としてきちっと役割を果たしていただくことを切にお願いをして、一般質問を終わります。 


