
○６番（上原 君代君）   おはようございます。日本共産党の上原君代です。 

 今回は、４点の質問をさせていただきます。 

 質問に入る前に、質問通告書の誤りを訂正しておわびします。 

 ２点目の、町道、旧の４１２国道とありますけど、これは旧４２１国道です。済

みませんでした。 

 １点目の就学援助についてですが、就学援助制度は生活保護基準の１．２倍まで

の収入しかない低所得家庭に対し、児童生徒の学用品や給食費などを支給する制度

です。若者世代の非正規雇用が増える中で、東員町でも就学援助を受ける生徒数は

年々増加しています。次の点についてお聞きします。 

 １つ目に、入学準備金を３月に支給するように、特に小学校６年生で援助金を受

けている生徒には、中学校入学準備金を３月に支給するようにできませんか。中学

校への新入学を準備する負担は大きく、夏、冬の制服、体育のジャージ、シューズ、

英和辞典など、必要最低限でも５万円以上かかります。一中の三和・稲部地区、神

田の一部地区では、自転車にも５万円以上かかります。就学援助の入学準備金は後

から支給されます。生活保護家庭の入学準備金は２月に支給されると聞きました。

小学校６年生に援助を受けている児童生徒は収入もはっきりし、中学校でも就学援

助を受けられると想定できるので、入学準備金を６年生の３月に支給できれば、安

心して入学できると考えます。 

 ２つ目に、平成２５年９議会に、生活保護法改正による就学援助への影響を資し

た私への答弁で、今年度は前年度基準で、また来年度以降も認定基準を緩和する必

要があると考える。生徒会費、クラブ活動費の支給も検討との答弁でした。現状は

どうなっていますか。 

 ３つ目に、厚労省の社会保障審議会で、生活保護費の住宅扶助費や冬季加算の削

減が出されて、２０１５年、政府予算案もカットされています。実施されると就学

援助にも影響がありますか。お伺いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   上原議員からは、３点にわたりご質問をいただき

ました。順次お答えをさせていただきます。 

 １点目の、３月中の就学援助費支給につきましては、就学認定申請世帯員の所得、

収入等に関する課税情報から認定を行うため、本町の年度当初の認定時期は、毎年、

所得確定後の６月下旬としておりますので、認定前に支給することは困難であると

考えております。 

 また、平成２７年度の就学援助費を平成２７年度３月に支給すること、前年度に

支給することも会計年度を逸脱して執行することとなりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 



 ２点目の、平成２５年９月議会において、生徒会費、クラブ活動費の支給を検討

すると答弁させていただきましたが、東員町では、中学校の部活動大会等への選手

派遣援助として、選手派遣費補助金を中学校へ補助しておりますので、就学援助費

からのクラブ活動費への支給は現在考えておりません。 

 また、生徒会費につきましては、主に生徒会活動の消耗品費等に使用されており、

町が中学校に配当している消耗品費との兼ね合いがあります。現在、中学校におい

ても生徒会費徴収金の見直しを検討されると聞いており、生徒会費支給については

引き続き検討してまいりたいと思います。 

 ３点目の、生活保護費の住宅扶助費及び冬季加算の削減についての影響について

お答えをいたします。 

 生活保護世帯への住宅扶助費及び冬季加算は、生活保護費より支給されており、

就学援助費からの支給はしてないため、直接的な影響はありません。 

 しかし、就学援助支給認定を決定する際には、対象世帯の収入額を需要額、必要

経費で割り、認定比率を算出しておりますが、需要額の測定に用いる住宅扶助基準

額及び地区別冬季加算額の削減により、認定比率が上がることが想定されます。こ

の新基準で算出した場合、平成２６年度認定者の内４名が認定比率を上回る非該当

となります。 

 なお、本町では現在、就学援助を適用する所得基準を生活保護基準の１．３倍と

しております。 

 準要保護者に対する就学援助基準は、各自治体において判断していくこととなっ

ているため、生活保護基準の見直しの影響や社会情勢等を注視しながら、経済的な

理由により児童生徒の就学が困難とならないよう、就学援助制度の趣旨に基づいて、

今後検討してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りますようによろしくお願い

します。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   入学準備金の件では毎年６月に認定されるので、そ

の前の３月は無理ということでした。 

 でも、だから私はそういうことはわかっての上でお話ししてますので、前年度で

６年生のときに既に就学援助を受けている人は金額もわかってるしっていうことで、

継続だからっていう意味で出したんですけど、やっぱりそういう点でちょっと答弁

には残念なんですけど、やっぱりそういうことはわかっての上で、入学の準備は本

当に３月中にして、４月の入学に間に合わせ・・どうしても間に合わせたい。後か

らのお金では現金がきちっと、やっぱりそこまで困ってる、きちっと蓄えがあれば

いいんですけど、そこができてないときには本当に悲しい目に遭う子もいると思う



んです。東京の板橋区では、制度の周知を徹底して、保護者のニーズに合わせ３月

に支給しているっていうことがあります。 

 そして、また全国でね、６０以上の自治体が３月支給をしてます。やっぱりその

ように切りかえるって言うか、そういうことを考えて多分、認定時期をやってるの

かわかりませんけど。 

 そして、また３月支給をもし認定はそれでも３月支給を始める年だけは、やっぱ

りお金の予算の面でも執行ね、３月議会で決められた、４月から執行だから本当に

お金の面でも問題あるっていうこと、そういうことであれば最初の１年を、１年目

だけは２年分をこう二重になるかもわかりませんけど、そういうようなことを予算

挙げて、そしてあとは前年度に入学準備金だけそうやって組み入れてやればできる

んじゃないかなっていうことです。だから本当にこれは考えていただきたいという

ことです。 

 それから、これは入学準備金じゃないんですけど、この前、菰野町では３月議会

の補正で、就学援助を受けている６年生に、だからこれは６年生だから前、予算は

あれなんですけど、補正で自転車代として２年分を補正で出しているっていうこと

を新聞で読みました。これも２年分、平成２６年と、だから平成２７年分を３５台

ずつ上程するようなことを新聞報道で知りました。やっぱり東員町では自転車代っ

ていう余分なことはできなくても、せめて入学準備金を今の６年生は無理ですけど、

来年に向けてそういうのをもう一度考えていただきたいと思うんですが、いかがで

すか。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えいたします。入学までにいろんなお金がか

かる。特に中学校行く場合にというのは私もお話を聞く場合があります。 

 ただ、東員町の場合には、毎年度申請をされます。申請をした結果、所得を確定

して、そこで認定がされるかされないかという判断を今、私どもとしてはやってお

ります。 

 ですから、前年度認定をされた方が、例えば条件が変わってございますね、また

働くようになって所得が増えてきたとか。という場合とか認定がされなくなってし

まうとか、６年生のときにいましたけれども、中学校になったら転校して行った場

合とか、私どもとしては、今のところ、できましたら毎年度申請っていう体制を取

っておりますので、申請を受けて認定をして、それもできる限り早く、６月で今、

担当者が本当にすごく頑張って、できる限り早くしようっていう形で、申請を受け

てからいろいろやっとるんですけれども、何とか年度ごとの認定と支給という形で

ご理解を願いたいなと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 



○６番（上原 君代君）   残念ですけど、一応ほかのところも毎年認定で多分

やってると思うんです。そこの中で一生懸命考えての措置をしていると思いますの

で、またこの全国で６０以上の自治体が３月支給しているっていうところから、ど

うやってしているんか、また私も調べますので、よろしく検討してください。よろ

しくお願いします。 

 それと、クラブ費とか生徒会費もちょっと難しいっていうことなんですけど、ク

ラブ、生徒会費は引き続き検討っていうことになっておりますので、そういう点で

よい方向へお願いしたいと思います。 

 それから、３つ目の件では、一応さっき１．３倍っていうことで、よそよりは少

し東員町は面倒を見てもらってるっていうことでいいんですけど、でもやっぱりこ

うやって国、直接はかかわらなくっても、生活保護のそういうことが関係してくる、

やっぱり平成２６年度で４名が該当しなくなるっていうようなところで、やっぱり

ちょっと不安、全部影響してくるんだなっていうことを不安になりますので、何し

ろ現時点で今の時代、ちっとも若い人、よくよい方向には、それをよい方向へお願

い、向けてよくなることを願っているんですけど、なっていないので、少しでもこ

ういうのが該当しないように、また町独自での考えられたらよろしくお願いいたし

ます。 

 そしたら、その次、２点目の町道や国道の歩道設置について、２点伺います。 

 平成２５年１２月議会で要請した、町道、旧４２１国道、東員郵便局の西からい

なべ市までの区間の路肩拡張または歩道設置についての答弁で、町での事業は困難

なので、県道大泉北大社線との代がえ路線として、県道への昇格を要望していくと

のことでしたが、どうなっていますか。 

 ２つ目に、国道４２１号線の鳥取交差点からいなべ市までの歩道設置を求める声

が大木自治会平成２７年度初集会で出されました。同線の笹尾東入り口から笹尾西

入り口までの歩道設置が終わり、同地点からいなべ市までが残る結果となっていま

す。事故も発生しているとのことですので、国に向けての歩道設置の工事を早める

よう、早急に要望していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   歩道設置についてのご質問でございますけれども、

考え方について私から、詳細につきましては建設部長から答弁させていただきます。 

 昨日もございましたが、歩道は車と歩行者を分離することにより、歩行者の安全

を確保するものであり、すべての道路に歩道を設置することは理想でありますが、

道路の用途や幅員によって歩道を設置できないところがございます。町道では、在

来の集落内の道路のように狭い箇所、車の通行量や歩行者の利用が少ない箇所が多

く占めておりまして、歩道の設置箇所は余り多くありません。 



 しかしながら、特に子どもたちの通学路として利用される箇所で、例えば現在工

事中の町道大木八幡新田線や多くの交通量が見込まれる路線であった町道中上南大

社線につきましては、計画的に歩道の設置をいたしております。 

 また、議員ご質問の国道４２１号につきましては、管理者の三重県に対しまして、

早期に全線歩道の設置を完了されるよう、適宜、強く要望をいたしておるところで

ございます。 

 いずれにいたしましても、皆様のご協力をいただきながら、歩行者の安全・安心

のため、道路管理に努めさせていただきたいというふうに思っております。 

 詳細につきましては、建設部長からご答弁をさせていただきます。 

○議長（山本 陽一郎君）   山下建設部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   それでは、私のほうからは詳細につきましてご

答弁申し上げます。 

 まず、町道から県道への昇格についての県への要望についてでございますが、平

成２１年度に県との協議を行った経緯もありましたが、改めて平成２５年１２月議

会にもご質問をいただきました後、桑名信用金庫から西へ、いなべ市境までの町道

鳥取３５２号線、いわゆる旧国道４２１号ですけども、この路線と稲部小学校から

大木神社を経て、大泉駅方面へ通じる県道大泉東停車場北大社線と交換することで、

町道から県道への昇格について、県の担当部署と協議をいたしております。県とし

ては、現在の国道４２１号線の整備に伴い、町道へ移管した路線のため困難という

回答がございます。 

 しかし、この路線は現国道４２１号と同様の交通量があり、町道として管理する

にはあらゆる面で相当な負担を伴うことから、県道へ昇格されることが望ましいと

考えております。 

 また、この路線のいなべ市側はいなべ市道であるため、いなべ市とも協議を行い、

いなべ市と歩調を合わせ、引き続き県と移管に向けた協議を進めてまいりたいと考

えております。 

 次に、国道４２１号の歩道設置の要望でございますが、現在、県により計画的に

改良工事が進められ、桑名市境から笹尾西入り口付近までの歩道の設置工事が完了

しております。 

 笹尾西入り口交差点からいなべ市との行政境までの区間の歩道設置の見通しにつ

きましては、現在、行政境付近での測量や設計が行われており、来年度に行政境付

近の工事を予定しているとのことです。その後の予定は現在未定ではございますが、

残りの区間につきましては早期に事業着手されるよう、引き続き県に対して要望を

してまいりたいと思います。 

 なお、笹尾西入り口に近接する国道４２１号と県道多度東員線の交差点では、南

北に走る県道の線形のふぐあいを解消するために、現在この交差点の改良工事に着



手しておりますが、この工事も国道４２１号に係る工事の１つでございますので、

ご報告をさせていただきます。ご理解賜りますよう、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   旧４２１町道の件ですけど、昨日も同僚議員が質問

されました。 

 そして、でも現実に死亡事故発生しました。県道への昇格という点では、まだ国

道と、旧国道と笹尾、その下に走る今の国道と入れかえたばかりだからなかなか難

しいようなことを県から言われてるっていうことも昨日の同僚議員への答弁の中で

わかりました。 

 しかし、そういうことをわかっての上なんですけど、そしてまた車多いですけど、

確かに旧国道は、歩行者はなるべくそこを通らないようにしておりますので、また

東員町は特にもういなべ市側からはまだ通るかわからん、東員町はもう少し、少し

のあそこ間ですので、回り道するっていう中で、やっぱり回り道しないように、し

なくていいようにしてほしいっていうことを私は聞いて、昨年も質問させていただ

いたんですけど、区間はすごく短いですし、そういう道ですけど、これがもし新設

の道だとすると、本当に交通量が多くて、最低２メートルぐらいの広い歩道が必要

な道路なんです。これは新設ではないのでそういう２メートルの歩道っていうのは

当てはまらないんですけど、でも歩く側にとっての危険は一緒です。あそこの場所

は田んぼとの本当に高低差が大きくって歩道設置とか路肩の拡張など考えたら、本

当にたくさんの費用がかかる。そういうことも想像できます。 

 しかし、どうしてもそういう県の交換の、交換して昇格をという町のお願いは県

としてはまだまだできないっていうことを聞きますと、やっぱりそうだったらやっ

ぱりその間でもまた事故が起きるんだと思います。だからやっぱり多額のお金がか

かるっていうことも私は承知の上で、あえてもう一度聞きたいんです。命は大事で

すので、今の町道、昇格は要望していくんですけど、それも何か展望してはなかな

かできそうもありませんし、お金はかかるけど歩道、２メートルとかそんな歩道じ

ゃなくていい、路肩が１メートルぐらいあれば、白線の外に１メートルぐらいの路

肩があればいいと思いますので、そこら辺もう一度考えていただけませんか。それ

は町長に、これは本当にお金がかかることやで、担当より町長にお伺いしたいんで

すけど。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   本当によくわかるお話で、ただ、どう考えてもね、

県の理屈がよくわからないって言うかね、当然あれだけのね、交通量があるという

ことであるならば、当然、県道として処理をしていただくべきだというふうに思っ



ております。あの大木の中、こう走ってる細い道路ね、あれが県道で、あそこまで

こう交通量の多いところが町道だというのが不思議でなりません。それを県に再三

再四要望をしているところなんですが、もう少し頑張ってやっていきたいというふ

うに思ってます。非常に歩道設置についても難しい、短いんですけど、設計が難し

いようなことも聞いております。技術的に。そんなこともありますので、もう本当

に県にできるだけもう早く要望をしてまいりたいというふうに思ってますので、こ

れ、いなべ市とも協力してやっていきたいというふうに思ってますので、もうしば

らくお待ちいただければと思います。よくわかりますけども、申しわけございませ

んが、よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   もし県道と交換できたとしても県がやらんかったら

一緒なんやで、やっぱりそこら辺は昇格してもらえんやったら工事を早くしてくれ

るように、やっぱりそれができんやったらさっきの町道でもやってもらえるように、

やっぱりどっちみちどちらにしても早くに路肩の、もう歩道までは言わなくても、

路肩だけでもいいですので、そういうことを考えていただくよう、よろしくお願い

します。 

 それから、国道の４２１号線のことなんですけど、一応、測量に入っている。来

年度はちょっとわからんけどっていうことで、今は鳥取の交差点だけの工事で、そ

の後はちょっと一応でも測量しているのでっていうことでしたけど、やっぱりここ

ら辺も住民としては事故も起きておるしっていうことを言われております。そうい

う点、今、町としては学童に対して本当によくしてもらっとって、今、言われた大

木八幡線はうちのすぐそばで、本当に広い歩道にしていただきました。だけどやっ

ぱりそういう国道、町道、学童が通学には使わんでもやっぱり必要なところもある

わけですから、そこら辺はよろしくお願いします。そしてそういうことをお願いし

て次に移ります。 

 ３点目の保育料についてです。 

 ４月から始まる子ども・子育て新制度の下で、保育料改定の提案がありました。

幼稚園保育料も個人住民税により決定されるようになります。保育園は平成２７年

度から午前８時３０分から午後４時３０分までの保育児は現状で、長時間保育児は

プラス月に１，５００円の額が提示されました。 

 １つ目に、保育料の平成２２年の税制改正で、年少扶養控除の廃止に伴っての影

響はどうなっていますか。保育料は所得税、個人住民税の税額と連動しています。

年少扶養控除廃止のときに、扶養控除見直し前の旧税額を計算することで影響を生

じさせない対応が求められていました。今回、新制度になるに当たって、在園児が

卒園するまでの期間は前基準でという内閣府の見解が出ていますが、東員町の現状

はどうですか。 



 ２つ目に、現在５歳児の保育料は５，０００円まで町独自政策で無料となってい

ます。若者世代の子育て応援と人口減を避け、町の活性化のためにも４歳児無料化

への拡大を要請します。よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   保育料についてのご質問にお答えをさせていただき

ます。 

 現在、子ども・子育て支援新制度に伴い、町条例及び規則等を整備し、施行に向

けて進めているところでございます。 

 町が定める保育園保育料につきましては、市町村民税所得割課税額をもとに８段

階に区分し、国が示す額を上回らない額を設定し、現行の保育料にほぼ合わせた金

額といたしております。 

 長時間保育の保育料は、公平性の観点から、月額１，５００円を上乗せし、設定

をいたしております。 

 幼稚園保育料につきましては、現在、一律５，０００円といたしておりますが、

市町村民税所得割課税額をもとに３段階に区分、５，０００円を上限とした額に設

定をいたしております。 

 現在実施している幼稚園保育料の無料化と保育園保育料の５，０００円減額は継

続し、新制度による多子世帯の保育料減額及びひとり親世帯等の軽減もあわせて実

施してまいりますので、ご理解賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

 詳細につきましては、教育長からご答弁をさせていただきます。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   先ほど町長から新制度に伴う保育料についての町

としての方向性をお示しさせていただきました。 

 私からは、上原議員のご質問の詳細についてお答えをさせていただきます。 

 １点目の税制改革に伴う年少扶養控除の廃止に伴う影響についてのご質問でござ

いますが、平成２２年の税制改正で年少扶養控除の廃止に係る影響について、でき

る限り影響を遮断するため、廃止前の旧税額を再計算した上で保育料を算定してま

いりました。 

 しかし、新制度では保育料の算定根拠となる税額が年少扶養控除の影響がない市

町村民税所得割課税額となるため、再計算等の緩和は必要なくなるものと考えてお

ります。 

 ２点目の４歳児無料化への拡大についてのご質問にお答えをいたします。 

 ４歳児無料化につきましては、昨年の９月議会と１２月議会でご質問をいただい

ておりました。 

 私どもといたしましては、国の動向を見ながら、国が５歳児を完全に無料化した

時点で拡大を検討する考えであります。 



 また、今回の新制度により、多子世帯の保育料減額、ひとり親世帯の軽減及び幼

稚園保育料を５，０００円上限の３階層に区分したことなどによる大幅な収入減が

見込まれます。 

 ４歳児無料化への拡大は、現段階においては厳しいものと考えております。 

 今後も、国の動向を注視し、将来を見据えた本町の財政問題も鑑みながら進めて

まいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようによろしくお願いを申し上

げます。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   年少扶養控除廃止に伴っての件ですけど、一応来年

度からは所得税から住民税を基準にして保育料が決定するので新制度では関係ない

っていうことなんですけど、この私がさっき言った内閣府の見解っていうのは、平

成２６年７月３１日の第１７回子ども・子育て会議で、その中で現在入所している

人は卒園するまでの間は市町村の判断で現在と同様な取り扱いができるような経過

措置を設けたほうがよいという、そういうものが出てます。だから当てはまる子ど

もは、園児は少ないとは思いますけど、そこら辺で一遍また調査をしてみてくださ

い。よろしくお願いします。 

 それと、保育料、４歳児無料化拡大の件ですけど、新制度では多子世帯での減額

などがあって、考えていないっていうことなんですけど、一応この出生入学祝い金

廃止のときには、３、４、５歳児の無料化が提案されて、それで可決されました。

そしてまた５歳児だけの無料化のときには５割近い保育現場の臨時職員の正規化増

をする財源にしたいっていうことで５歳児だけになりました。昨日の同僚議員への

答弁でも、保育の質向上のため７割の正規化を目指すっていうことがありました。 

 しかし、予算書で見る限り、平成２６年保育園の保育士、１名減です。幼稚園教

諭２名増です。平成２７年保育園保育士２名増で、幼稚園教諭は同数です。差し引

きで３名の増にとどまっています。これは今、正規職員を目指すっていうところと

どういうふうに考えられますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 １点目の保育料のことなんですけれども、もう大前提になるのが、東員町の保育

料は国の基準の４割から６割におさえている。４割から６割。 

 ですから、そこのところをご了解願いたいなと思っております。 

 ２点目です。幼稚園と保育園の正規職員化のことなんですけれども、これは幼稚

園、特に保育園のクラス数の増減が非常に多くなったり少なくなる。例えば０歳児

ですと３人、４人になったら２クラスになりますので、急にクラス数がばっと増え

る場合があります。 



 私どもの基本的な採用計画ですと、例えば平成２３年度は退職者が２名みえまし

た。ところが平成２４年度の新規採用は４名です。増やしてます。平成２４年度は

５名の年度末対象者がおりましたけれども、平成２５年度は６名採用しております。

それから平成２５年度末の退職者は０名でしたけれども、平成２６年度には３名の

新規採用者を増やしております。本年度末の退職者は、若年退職も出まして５名の

方が退職されますけれども、平成２７年度、私どもとしては一応８名採用予定とい

う形で、計画的に採用を増やしていこうとはしております。 

 ただ、先ほども申しましたように、クラス数が、小学校では４０人学級ですので、

なかなか増えないですけれども、幼保の場合のクラス数が急にぽんぽんぽんと増え

たりしますので、なかなか担任の正規率っていうのが上がっていないというところ

がありますけれども、来年度、一応６３％ぐらいをめどに、現状のクラス数と職員

数であれば目指していこうと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   保育園、幼稚園は、特に３歳みたいに２０名とか、

子どもの数が少ないのですぐ増減するっていう、そういうことはわかりますし、そ

れから予期もしない退職者が出た場合、なかなか新規を増やしたつもりが増えてな

いっていうところもわかりますけど、一応そこら辺では、でも今年、今の末は今、

何か５名で、８名を採用っていうことで一応増やすっていうことで、そういうふう

でやっていってほしいと思います。今、現場へ行くと、７割を目指してって言うん

ですけど、やっぱり７割の人も育児休業やったらそこの職場にはいないわけやもん

で職場へ行くと、本当に半分しか正規はいないんですよね。６割いたとしても半分

ぐらいしか現場へ行くといないわけです。だからそこら辺でやっぱり正規の人を増

やしてほしいなっていうこと。財源がすごく関係しますだけど、財源のことなんで

すけど、正規を増やすことでも財源は要るんですけど、やっぱりでも今、私が４歳

児を拡大してほしいっていう中身としては、新制度開始で一応、保幼とも軽減策の

２人目は半額、３人目はゼロっていうことで、資料を見とると、幼稚園は最高５０

０万円の保育料だと、現行よりも３００万円の減収となります。保育園は現行保育

料と余り変わりませんけど、もし保育園が軽減策でどれだけの、幼稚園もこれ３０

０万円ってなっとったんですけど、保育園は軽減策、どれだけの減収になりますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   石垣学校教育課長。 

○学校教育課長（石垣 勝久君）   先ほどのことにお答えをいたさせていただ

きます。 

 保育料のほうにつきましては、新しく軽減策ということで、ひとり親世帯等につ

いての軽減が今の現状からプラスされます。その部分につきましては、およそ１０

万円ぐらいのプラスになりますので、あとは軽減と料金は現行に合わせたというこ



とで、スライドで８階層で変わらない金額になりますので、収入源としてはマイナ

スということはございません。ほぼ同じような金額で保育料が入ってくる予定でご

ざいます。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   保育園は変わらないということで、３００万円の減

収になるんですよね、この軽減策によってね。たくさんの園児が軽減を受ける中で、

４歳児保育料無料化の実施をしても、収入減の率は今までよりすごく少なくなると

思うんですよ。４歳児をもし、もう既に４歳児を無料化せんでも２人目っていうこ

とで、幼稚園だと小学校３年生が１人目にいると保育園の４歳児無料になってる場

合もあるし、それから保育園やっても年子の子やと５歳と４歳っている子がある。

そういうふうで、もし無料化をしても今までより軽減策によって既に３００万円そ

うやって少なくなってるから変わらないと思うんです。だからやっぱりまた国の平

成１５年度予算では、幼児教育の無償化っていうことで、無償化は断念されました。

段階的無償化に向けた取り組みっていうこと、多子世帯のこの軽減策が取られたわ

けです。今だから順次、本当にそういう幼稚園での幼児教育の無償化はされていく

と思うんです。だけどいま一歩、今ここで東員町が４歳児の保育料５，０００円の

無料化となったら、町独自の発達、子どもの支援に対する町独自の発達支援の学校

での支援員とか雇用の加配、そして少人数学級への臨時講師配置などとあわせて、

本当に全国でもめずらしいぐらい子どもにとって育てやすいっていうことは私、

時々よその人から聞くんですけど、やっぱりこのいい東員町の子育てのブランドと

して、やっぱり子育て世帯に選んでもらえると考えますので、若者の定住促進のた

めにも、これは町長としてどう考え方として伺いたいのですけど。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   これ昨日もご答弁申し上げましたけども、我々、教

育長とも、いろいろ話し合い、協議をさせていただいております。おりますが、財

政のこともあり、また教育委員会としても、正規率を上げるとか、いろいろこれか

ら学校施設が大変、改修が増えてくるということもあり、いろんなこれからお金の

かかることがすごくあるということをお聞きしております。教育長としても何とか

３歳まで無料にしたいという気持ちは大変おありなんですが、一方で財政を圧迫す

るような事案が、教育委員会のほうでも増えてまいりますので、その辺をどう図っ

ていくかっていうことで、とりあえず今この５歳児ということで、ご理解をいただ

けんかなというふうなことでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思

います。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   答弁が残念なんですけど、一応またいろいろと幼稚

園の保育料も平成２７年度は現状５，０００円ということで、平成２８年度はちょ



っとこの前の提示には１万円、最高でということも出てますので、そういうことが

はっきりした中でもまた考えていただくよう、よろしくお願いします。 

 ４点目の農業用土地利用と販売システムなどについて、３点ほど伺います。 

 平成２７年２月１８日に調印された「農・福連携のまちづくり」は１．２ヘクタ

ールの畑地で障がい者１０人ほどと管理者数名が予定とあります。対象畑地が３ヘ

クタールあるので拡大できるようですが、生産物の販路などは会社で確保されます

か。 

 また、就労継続支援Ａ型とありますが、障がい者自立支援給付金と関係あります

か。 

 ２つ目に、喜び農業事業でイチジクやブルーベリー、ブドウの苗木が育っていま

す。国の地方創生先行型交付事業の中に、約５００万円が予定されています。事業

が成功したとしても販路の確保が一番大事やと思います。販路や事業が目指す全体

像を伺います。 

 ３つ目に、東員町では、ふれあい農園を貸し出していますが、元気な高齢者は家

庭菜園づくりを趣味にしている方が多く、在来地区は自分の土地で、また身近な人

の土地を借りていますが、団地の方は土地持ちの身近な人がない場合が多くありま

す。ふれあい農園の増設と空き家・空き地バンクのように、町のネットなどで家庭

菜園用の土地の貸し借りの仲立ちをするシステム導入を要請します。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   農地用土地利用と販路システムについてのご質問に

お答えをいたします。 

 まず初めに、農福連携、こないだ調印させていただいた農福連携のまちづくりで

ございますが、その内容につきましては、今まで活用方法を検討して行っておりま

した育苗研修交流施設の管理棟を障がい者の就労継続支援事業の拠点として活用を

していただき、そして長深地域において遊休農地となっておりました畑地を有効活

用すると。こういう形で、地元農業者のご支援をいただきながら、障がい者の方が

野菜づくりを行うものでございます。初年度は１．２ヘクタールの畑で、サツマイ

モ、タマネギ、ゴマなどの栽培を行っていただき、３年後には３ヘクタールに経営

規模を拡大する計画でございます。収穫された野菜につきましては、事業を行う株

式会社シグマサポートが総菜製造を営む別の企業に全量買い取っていただくことに

なっていると聞いております。 

 なお、今回の農福連携のまちづくりで経営を行う企業は、障がい者総合支援法に

基づく就労継続支援Ａ型事業所の認可を受けて行いますので、障がい者自立支援給

付金の対象となります。 

 続きまして、喜び農業推進事業についてでございますが、国の地方への好循環拡

大に向けた緊急経済対策により、平成２６年度補正が行われました地方創生先行型



交付金事業により、平成２７年度に予定をいたしておりました事業内容をそのまま

実施させていただくものでございます。 

 喜び農業推進事業は、真に自立した農業経営や農業の活性化を図ることを目的と

いたしておりまして、農業を収益産業と位置づけ、生産、販売のみならず、将来的

には観光農園や６次産業化も目指して、東員町の特産品づくりなどを含め、本町の

産業の目玉の１つとして育ててまいりたいと考えております。 

 また、収穫物の販路でございますが、町内には笹尾、城山地区といった消費地や

大型スーパーなどがあり、品質のよい物は生産できれば地産地消のマーケットをと

いうことで見込め、物やお金が町内で循環する仕組みをつくることができると考え

ております。 

 最後に、ふれあい農園の増設と家庭菜園の土地の貸し借りシステムの導入につい

てのご提案でございますが、本町ではふれあい農園２８０区画を開設いたしており

まして、２月末での使用希望待機者の方は５名と聞いております。３月末の契約更

新時に契約解除される方もありまして、４月からこの農園を使用していただけるも

のと考えております。 

 しかしながら、定年退職者の増加に伴い、今後こうした需要の増えることが予想

されますことから、耕作放棄地解消対策の施策とあわせて考えていく必要があるの

ではないかなと思っております。 

 家庭菜園用の土地、非農家の方との農地の貸し借りの仲介システムを町が導入す

ることにつきましては、非農家の方への農地利用権設定ということになりまして、

農地法上の問題がありまして難しいと考えております。 

 ただ、農地所有者の方が市民農園整備促進法や特定農地貸し付け法により、自ら

が農業経営の一環として農園を開設していただいた場合には、家庭菜園として貸し

出すことが可能となります。 

 こういうときには、町といたしまして、利用者への情報提供などを行うことなど

を農園開設者の利用者の方とこう結びつける仕組みっていうものを検討をしていき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   農福連携まちづくりの生産物っていうことでは、一

応、販路として別のその中の企業が全量引き取るっていうことなので安心をいたし

ました。障がい者自立支援給付金のことについては、私、知識不足で、そこどうな

るんかなと思ったんですけど、一応今その中の一部になるっていうことで、予算書

の中でこう来年度だと３億４，３００万円余りが計上されている、この障がい者自

立支援給付金のそういう対象になるっていうことですね。わかりました。 



 それから、またいずみ作業所の就労継続支援Ｂ型より、今度の場合はこれＡ型な

んですけど、このいずみ作業所のＢ型よりは、この軽度の人が対象で、最低賃金が

保障されているということをちょっと聞き取りで聞いたんですけど、この人たちは

障害年金はどうなりますか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   障害年金も受け取っていただくというふうになると

思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   はい。そうすると最低賃金プラス障害年金というこ

とで、この人たちは親が亡き後、やっぱりきちっと安心して生活がしていただける

っていうことなんですね。はい、わかりました。 

 それと、喜び農業の件ですけど、将来的にはジャムづくり、うまく行けばずっと

やって、ジャムづくりなどと観光的なことも考えているっていうことでしたね。は

い。わかりました。 

 それと、３つ目の土地の貸し借りの件ですけど、農業、何かそういう規則でバン

クとしてはできないんですけど、何か今、最後のあそこがどう違うんかなという、

支援、いや、そこら辺ちょっともう１回よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっと法律がありまして、市民農園整備促進法あ

るいは特定農地貸し付け法、こういうものがあって、農地、それで農業経営者がや

っていただく場合にはいいんですが、行政がそこへ入っていくということになると、

非農地の方の農地利用設定権っていう、ちょっとこれも法律の中の用語なんですが、

そういう制約がありまして、町が仲介するということは法律上だめだということに

なっております。 

 ですから、紹介するなり、地権者の方がやってもらう分には構いませんので、そ

れに紹介をするとか、求めている方とつなぐとか、そんなことは町としてやれる方

法がないかということで、それを検討していきたいということでございますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。ちょっとややこしいんですが、そんな

ことでございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ちょっと私には何か町が仲立ちになる、そういうの

はやってもらえやんか言ったけど、それはできないけど、何か今、言うた特定農地、

それ紹介する形、ちょっとそこら辺がどう違うなんかなと思うんですけど、何しろ

そういうことが実施できればいいことですので、できる方法があればどんどんと進

めて、お互い歳行ってからまたさっきの障がいの方もそうなんですけど、農業、草

抜いたり、いろんなこと、芽が出るっていうことはうれしいことで、心のいやしに



もなりますので、高齢者は元気で心のいやしにもなりますので、どうぞ皆さんが携

わりたい人は自由に、簡単に携われるような施策をよろしくお願いして、今日の質

問を終わります。 


