
○１４番（大崎 潤子君）   一般質問に先立ちまして、熊本地方で地震にあわれた皆さま

に心からお見舞いを申し上げ、１日も早い復興と、子どもたちに笑顔が戻り、学校生活を楽し

むことができるよう、心から願っております。 

 さて、今６月議会におきましては１点目、給食について、２点目、国民健康保険について、

３点目、地方創生について、３点を質問いたします。明快な答弁、よろしくお願いをいたしま

す。 

 まず最初に３季休業期間中の保育園、３歳以上児の給食の対応です。 

 平成２４年８月の東員町教育委員会学校給食センター調理業務等の民間委託計画案には、３

季休業期間の学童、学童保育児童、指導員、３歳以上保育園児、職員分４１回、日量平均４０

０食、また東員町学校給食センター調理等業務委託仕様書にも給食実施日の業務、３季休業期

間中の保育園、３歳以上児及び学童保育分含むとなっていますが、それにもかかわらず、現実

は３季休業期間中は、それぞれの保育園での給食対応となっていると思います。 

 そこで１点目、学校給食センター調理等業務委託料仕様書に、３季休業期間中も給食実施日

の業務となっているにもかかわらず、なぜ変更されたのか、その理由は何でしょうか。また、

各園で給食を調理することについて、どのような説明をなされたのでしょうか。 

 ２点目は、３季休業期間中は各園での対応となっています。各園における献立、そして調理

員の体制についてはどのようでしょうか。 

 ３点目は、各園には３歳未満児の離乳食対応で、正規の調理員１名と臨時職員で対応してい

ると思います。正規職員の休みのときの対応はどのようでしょうか。人材確保が大変であると

いう声も聞いております。よろしくお願いをいたします。また、調理員の時給についてもお伺

いいたしたいと思います。 

 教育委員会事務局長の答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   小川増久教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   大崎議員の給食についてのご質問にお答えしま

す。 

 まず３季休業期間中、これは春・夏・冬休みの期間中の保育園、３歳以上児の給食につきま

しては、現在それぞれの園で調理業務を行っていただいております。このことによって東員保

育園で約１００食、その他の園は約３０食から約５０食分、通常時より増えることになります。

これらの期間中は午前８時から午前１１時までの繁忙時間対応として、臨時職員を各園でさら

に１名雇用するなどの対応をいたしております。 

 献立につきましては栄養バランスや質は落とさず、数で分けるおかずを減らし、量で分ける

おかずを増やしたりしながら、また比較的簡単に調理のできる丼物を増やしたりするなど、工

夫をして調理員の負担の軽減も行っております。 

 次に平成２４年の東員町学校給食センター調理等業務委託仕様書と今回新たに契約し直した

のですが、仕様書は基本的に変更は行っておりません。ただ、学校給食センターでは、毎年３

季休業期間中に点検や修繕、清掃など、集中的にメンテナンスを行うようにいたしております。



また、施設の老朽化や安全管理の徹底指導もありまして、修繕や清掃実施日も近年は増えてき

ているため、必然的にセンターの給食実施日も限られてきております。 

 そのようなことから平成２６年度以降、３季休業期間中は自園給食で対応をいたしておりま

す。最近の給食センターの改修内容といたしましては、平成２６年度にガス回転釜と自動フラ

イヤーの取りかえ設置工事、平成２７年度はスチームコンベクションオーブンの老朽化に伴い、

新しいものに取りかえました。また今年度におきましても真空冷却機の取りかえ工事を夏休み

期間中に予定いたしております。 

 また、栄養士の配置とその対応面でも課題がございます。３歳以上児の３季休業期間中のみ

の給食センターでの献立の作成から食材等の手配、検品、伝票処理などで、その業務に専念で

きる新たな栄養士の確保が大変厳しい状況となっております。 

 なお、学童保育所につきましては衛生管理の徹底が確保できないため、現在のところ実施さ

せていただいておりません。 

 最後に調理員の休暇や賃金についてでありますが、調理員が休暇をとる際は代替の臨時職員

を雇用し、対応しております。代替調理員の賃金は時給８１３円で、日額にいたしますと６，

３００円となっております。繁忙時間対応の３時間勤務の臨時職員の賃金も、同額の時給８１

３円となっております。 

 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（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 先ほどの夏休み、春休み、冬休みの件ですけれど、現実に給食センターは使われていなくて、

各園で自園給食をやっているということをおっしゃいまして、その理由として点検メンテナン

ス、清掃等に充てるがためになかなか難しいということを今、事務局長は述べられたというふ

うに思います。それはそれで必要なことでしょうけれども、今度平成２８年度の仕様書にも同

じような名目で、きちっと３季休業期間中も給食を実施しますとうたっていらっしゃるんです

けれど、そのあたりの真意がわかりません。なぜでしょうか。 

 それとあわせて給食センターのお休みのときに保育園に給食をいたしますということは、ど

のような内容で各保育園の園長先生なり調理員さんにお話をなさっているのでしょうか。その

点が非常に曖昧だということもお聞きいたしました。 

 お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   小川教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   お答えさせていただきます。 

 確かに仕様書のほうには、３季休業期間中もするというような仕様書になっているんですけ

れども、基本的にはできる体制はとっていただきたいということで、業者さんにはお願いをさ

せていただいてます。 

 ただ、ここ近年は給食センターもできて約１５～１６年たちまして、施設面とか機具等の大

規模な改修工事とか取りかえ工事もございまして、平成２５年はたしかさせていただいたよう



な報告は受けておるんです。そして平成２４年もやっていただいて、平成２３年もやっている

と。以前はたしかそういうふうにやっておったんですが、ここ３年ほどはちょっと給食センタ

ーの工事の関係で、自園でお願いをさせていただいております。 

 ただ、今年も３年間の複数年の契約をさせていただいておりまして、今年は夏休みに関して

は、ちょっと真空冷却工事の関係もありまして難しい部分もあるんですが、例えば冬休みとか

春休み、そして来年度におきましては、工事担当と調整もさせていただいておるんですけども、

できるだけ可能な形で契約書もありますので、業者としてはいつでもさせていただくというよ

うな回答をいただいておりますので、その方向で来年度以降検討したいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 ２点目の給食を給食センターではしなくなったとかという連絡はどのようにしているかとい

うことでございますけれども、基本的には、このように毎年工事の予算を組んでおりますので、

夏休み前、休み前に入りましたら、各園長を通じて園から父母の方に連絡はさせていただいて

おるというふうに思っております。一応そういう形でこれまではさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   そうしますと、平成２８年度の仕様書にもきちっと明記され

ておりまして、今、答弁の中では、来年度以降については可能性としては実施できる方向性に

あるのかなというふうには思ったんですけれど、そういう形で理解をすればいいのかなという、

ある一面思いました。 

 というのは、やはり先ほど答弁があったように、東員保育園では約１００食の調理をつくら

なきゃいけないわけですよね。今までは離乳食対応だけだったのが、３歳児以上になりますの

で、東員保育園でも結構な数、９６食分がプラスになるわけなんです。平均しますと少ないと

ころは３２食、東員保育園が一番多ございます。ですから、そういう中で調理員さんプラス臨

時の皆さん、８時から１１時までですので、非常に短い時間で対応していただかなきゃいけな

いというふうに思います。 

 そして調理室そのものもきっと狭いというか、不便な面もすごくあるというふうに思うんで

すね。一生懸命働いていただくからには、そういうところの場所の施設整備もきちっとしてい

かなきゃいけないというふうに思います。 

 平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度はそういう不便も含めて、平成２９年度からは

きちっとやっていただけるという答弁がいただけるのかどうなのか、そのあたりが非常に今、

曖昧ではないのかなというふうに思います。仕様書にはそのように書いてありますので、仕様

書どおり、平成２９年度からやっていただけるのかどうなのか、各保育園で働いていらっしゃ

る調理員さんの多少の労働が楽になっていくのか、そのあたりをもう一度お願いをしたいとい

うふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   小川教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   調理員の方には本当に暑い夏でありましたら本



当に暑い中を、例えば東員保育園で１００食余分につくっていただいて、大変な思いをしてい

ただいているんですけれども、これについては給食センターのほうの工事も今年度でほぼ大改

修は終わる予定となっておりますので、来年度からは調理員さんの負担軽減のためにも、契約

書にもなっておりますように３歳児以上ですね、給食のほうもつくる方向で現在検討いたして

おりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   仕様書にもきちっと明記されておりますので、仕様書どおり

に平成２９年度実施できることを願ってまいりたいというふうに思います。そうすることが子

どもたちの年齢や発達に応じた、きちっとした給食・食育を進める１つではないかなというふ

うに思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 それと先ほどの正規の調理員さんがお休みの場合の臨時職員さんの対応ですが、これは各園

できちっと、そういうＡさんがお休みになったらＢさんにお願いしようというふうになってい

るのか、それとも一本まとめて教育委員会のほうでそういうことをやっていただけるのか、全

て園任せなのかどうなのか、そのあたりお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   小川教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   現在の休まれたときの代替の対策といたしまし

ては、基本的には各園の園長が責任を持ってかわりの方を探していただいたりしていただいて

ます。本来でありましたら、フリーの調理員さんがおっていただいてというようなことも、我々

内部では検討いたしておるんですが、現在のところは各園の園長で、また園長同士の連絡をと

り合って、それぞれの園で助け合いをしていただいたりというような対応もしていただいてい

るということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   各園で責任を持って園長先生が代替の方を探すということで

ございます。 

 聞くところによれば、退職された調理員さんも来ていただくということが多いということも

聞いております。これは退職された方にとっては力も持ってらっしゃるので、大いに活用して

いただくというか、働いていただくことは結構なんですけれど、やはり一定の年齢を超えます

と、また大変な職場ということもあるかもわかりませんので、そういう意味では先ほど保育士

さんの問題もあったように、何らかの方法でフリーの調理員さんを確保するなり、いつでも来

ていただけるような、そういう登録制度をもっと積み上げていただくということはできないの

でしょうか。登録をもっととっていただく、ストックしていただくということを考えますが、

そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   小川教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   先ほど申し上げましたように、基本的にはフリ



ーの調理員さんが１名おっていただくのが理想かなというふうに考えてます。 

 ただ、先ほどもお尋ねがありましたように、最近は退職された方につきましては再任用とい

う形で、いろいろな形で調理員さん、保育士さん等いろいろお手伝いをいただいておりますの

で、そういう方のこれまでの経験もできるだけ生かしながら人員配置というか、その辺も考え

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。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   わかりました。適材適所ではありませんが、力のある方には

大いに力を借りていただきたいというふうに思います。 

 やっぱり離乳食というか、食についてはとても大切なことでございますので、ひとつぜひ調

理員さんも職員会議などに参加していただいて、今ちょっと現状がどうなっているかわかりま

せんので、調理師さんや栄養士さんもそういうところに参加をしていただいて、全体で子ども

たちの食や離乳食について語り合う場というのがあるのかないのか、なければぜひそういうの

をつくっていただいて、よりよいものにしていただきたいというふうに思いますが、その点だ

けお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   小川教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（小川 増久君）   お答えさせていただきます。 

 調理員も園の調理員が定期的に集まって、いろいろ園の問題とか、例えば給食メニューとか、

そのあたりについても栄養士が中心になって、いろいろ意見調整をさせていただいてます。ご

存じのように最近はアレルギーですかね、そういう対策とか、食育も含めて町内全域に関係す

ることでございますので、いろいろみんなで知恵を出し合って、よりよい給食づくりに努めて

いただいていると思っております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ仕様書にあるような形で、来年度３歳児以上の給食が給

食センターで実施できるよう願って、２問目に、次の質問に入ります。 

 国保についてです。 

 ２０１５年５月に持続可能な医療保険制度改革を構築するための国民健康保険法等の一部改

正する法律の中で、２０１８年度から実施される国民健康保険の都道府県単位化が決まりまし

た。１９６１年皆保険制度からの大きな転換期となります。厚生労働省は１月１８日に都道府

県国民健康保険運営方針策定要領案ガイドラインを示し、現在ガイドラインに基づく県と市町

との連携会議が始まっていると思います。 

 ２０１８年度に本格的にスタートするわけですから、町民の皆さまにも、そもそも国保の都

道府県単位化とはどのようなものなのか、町民にとってのメリット・デメリットなど、制度の

情報提供をすべきと考えます。肝心な町民保険者が知らないうちに制度が変えられてしまって

は大変です。町民への周知、意見の把握などはどのようでしょうか。また、県においては具体



的にいつから会議が始まり、今どこまで市町村との協議が進められていますか、お願いをいた

します。 

 次に三重県市町国保広域等連携会議の４つの作業部会がありまして、東員町は医療費適正化

部会のメンバーです。この部会で話し合われる課題や、これまでどのような話し合いがなされ

ましたでしょうか。課題を宿題として持ち帰って、担当課係で協議されたことはありますでし

ょうか。 

 国保の広域化よりも、現状で県下で５～６番目に高い国保料を引き下げるための努力が今求

められていると思います。保健事業や保健師の活動強化での健康なまちづくりに力を注ぐべき

と考えますが、どうでしょうか。 

 生活部長の答弁を求めます。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   それでは国保についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、国民健康保険広域化に向けての県との協議についてでございますが、昨年５月２６日

に持続可能な医療保険制度を構築するため、国民健康保険等の一部改正法が可決成立いたしま

した。この法改正により、これまで国保は市町の単独運営で、県は指導的な立場でございまし

たが、平成３０年度より県も保険者となり、市町と共同運営を行うこととなります。 

 そこで県は財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運

営の中心的な役割を担います。市町は資格管理、保険給付、保険料の賦課徴収、保険事業等の

地域におけるきめ細かい事業を引き続き行います。 

 これまでも広域化に向けては県及び代表７市３町の構成メンバーで、三重県市町国保広域化

等連携会議において検討及び意見調整を行ってまいりました。今回の法改正により円滑な事務

移行に向けて、構成メンバーを全２９市町に拡大し、テーマ別の国保財政運営部会、収納率向

上部会、医療費適正化部会、事務標準化部会の４作業部会を設置し、それぞれの部会にて県と

市町との役割分担や事務処理の効率化・標準化等を予測される実務的なテーマについて幅広く

意見交換、研究を行い、課題の洗い出しや対応方法の検討を行っています。 

 広域化では、県は財政運営の責任主体となることから、事業給付納付金を市町から徴収し、

県から市町へ必要に応じた保険料給付費を交付し、それぞれの国民健康保険特別会計の運営を

行います。予定では本年１０月に、国より事業費納付金を試算するためのシステムが県に提供

され、それにより各市町の負担する事業費納付金額の標準保険料率が示されることになってお

ります。標準保険料率は各市町の医療水準、所得水準、年齢構成、また収納率などが反映され

ます。 

 次に保険者、住民になりますけど、被保険者の皆さまへの情報提供でございますが、現時点

では円滑な国保運営への移行に向けて、事務事業等の調整を行っております。保険料につきま

しても比較すべき数値などがございませんので、一定の方向が明確になりましたら、ホームペ

ージ及び町広報等で情報の提供を行ってまいります。 

 次に、東員町がメンバーになっている医療費適正化部会ではどのような話し合いがなされて



いるかでございますが、医療費適正化部会では針灸等の医療費に係る審査、支払い方法、医療

費の不正請求への対応、第三者の不法行為に係る損害賠償請求、レセプト請求過誤調整等の広

域的な対応が必要なものや、一定の専門性が必要になる事務の平準化及び効率化、保健事業の

取り組みなどの検討を行ってまいります。 

 平成２８年２月３日に第１回の部会が開催され、それまでに３回の会議が行われました。市

町の現状の把握、課題の抽出、重点的に取り組む事業として自動車事故等、本来は加害者が医

療費を負担するのが原則である第三者行為に係る損害賠償請求事務の進め方の検討等を行って

おります。 

 次に健康なまちづくりについてでございますが、現在本町では主に成人向けの保健事業とし

て、心の健康事業として「ハートリフレッシュ相談」自殺予防対策事業として「心の健康講演

会」生活習慣病予防のための運動の勧奨をする「健康フォローアップ教室」や「糖尿病予防教

室」などを開催しており、参加された方にはおおむね好評をいただいております。 

 また保健事業では、町民の健康管理及び疾病の早期発見・早期治療の推進を図るため、胃が

ん・大腸がん・子宮頸がん等を対象年齢に応じた各種検診を実施しております。 

 本町の保健師は保健事業・検診事業はもとより、母子保健事業として新生児宅への全戸訪問、

乳幼児家庭全戸訪問事業や妊産婦を対象としたマタニティ教室、離乳食教室、育児相談等、多

岐にわたり事業を実施することにより、町民の皆さまが健康な日々を過ごしていただけるよう

活動しているところでございます。 

 今後も事業の検証や住民のニーズを考慮し、健康なまちづくりに努めてまいりたいと思いま

す。ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁をいただきました。 

 今、部長の答弁の中で、住民への情報提供については、一定の方向性が出たらお示しをした

いということをおっしゃっておりましたが、やはりこの皆保険制度から大幅な変更になるわけ

ですので、その標準保険料が決まったから云々ではなくて、この国保の広域化についてのそも

そも何なのか、そういうあたりから今現状はこういう形です、そして１０月に納付の金額の標

準保険料率が出るので、ということをおっしゃっているんですけれど、それまで町民は何も知

らされないわけなんですね。そうじゃなくて、小出しであってもいいと思います。やはり流れ

が大きく変わるわけですので「あら何、こんなことになっちゃった」では、私は遅いというふ

うに思うんです。そういうためには、小出しであってもきちっと住民に今のあり方、国の流れ

も含めて提示するべきだというふうに思いますが、そのあたりについてお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   おっしゃるとおりでございまして、うちのほうとしまして

は、その点も重々わかったところではございますけども、やはり被保険者の方、どう変わるの

か、保険料がいくらのようなものになるのか、保険料が大幅に上がるのか下がるかというとこ

ろが、どうしても出していく上では一番先に注視される部分になると思いますので、その点を



考えながら、このような形で１０月というふうには考えておるんですけども、大崎議員の言わ

れましたように、その点も理解していただくために、早い目にいろんな情報を流させてもらう

のも適当なといいますか、正確な事業でもあると思いますので、今後そのような形で進めさせ

ていただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   もちろん、町民にとって見たら保険料がいくらになるのかと

いうのは、すごく気になるところなんですけれども、それも大事なことですが、先ほど申しま

したように、制度そのものが市町から県で大きな事業会計をやるということに根本的に変わっ

ていくわけですので、後期高齢者医療保険料と似たような仕組みですけれど、また違う側面も

持ってますよね。ですからそのあたりをきちっと、やはり町民の皆さんにお知らせをしていく

べきではないのかなというふうに思います。 

 全県的になりますけれど、もし国保の広域化がきちっと出された場合に、やっぱり県内の保

険料というのはすごく格差があると思うんですよね。南と北、１．８倍ぐらいあるように思う

んです。だからそういうことの是正というか、そういうことはどうなさるかとか、いっぱいい

ろんな問題があると思います。低所得者の皆さんにとってみたらすごく大きな負担になる部分

もありますし、富裕層の皆さんにとってみたら、国保もそうですけど、限度化が決まっちゃう

から、いくらたくさんお金を持っていても、例えば５０万円だったら５０万円払えばいいんで

すけれど、低所得者の皆さんには２・５・７の減免制度はあったとしても、少しの金額でも払

わなきゃいけないということもありますので、すごく解決しなきゃいけない問題というのは、

三重県でもたくさんあるというふうに思います。 

 ３方式をとっているところもあれば、４方式をとっているところもあるということですので、

ですからしっかりと今どの程度、県の場で、いろんな部会で議論がされているのか、そういう

こともきちっと情報提供をしていただかなければならないというふうに考えていますけれど、

今、私はとりあえずは東員町が関係している適正化メンバーの、どういうことをやってますか

ということを聞いたんですけれども、４部会がございますよね。 

 だからそういう情報についても、きちっと県から情報を引き出していただいて、やっぱり皆

さんにお知らせをしていくということがとても大切だというふうに思いますが、国はなるべく

非公開で、決まってないことは公表しない、何かそういうようなこともチラッと耳に入るよう

なこともあります。一番とても大切なことですので、命を預かるし、私たちはお金を払って保

険料を使うわけですので、非公開であってはいけないというふうに思いますが、そのあたりで

きちっと情報を町民に公開をしていく、そういうことはとても大切だというふうに思いますが、

そのあたりについてお願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   おっしゃるご意見等はもっともでございますが、やはりど

うしても我々は皆さんの、最初に言われましたように、保険料というものがどんなような状況

になるのかとか、どれだけのメリットというところが、本当に見えないところでいろんなこと



を情報を流したときに、間違いなり、いろんな誤解を生じる部分があるものですから、ちょっ

と慎重にはなってございます。 

 ただ、この辺をもうちょっと精査をしまして、情報を出すべきものは出すと。この辺も、よ

その今ちょうどそういったような部会もやっておりますので、その部会の中でも、この辺まで

は情報を出していこうと、いろんなことの調整もしてまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ町民に情報提供できる部分は積極的に情報を提供してい

ただきたいというふうに思います。 

 国保は本来はやはり社会保障及び国民の健康の向上に寄与するという制度で、国保法の第１

条に明記されておって、やはり国民健康保険そのものは社会保障制度であるというふうに私自

身は思っています。よく助け合いの制度であるということをおっしゃるんだけれど、決してそ

うではなく、きちっとした社会保障の一翼を担っているというふうに思います。 

 それであるから、やはり所得に応じた保険料というのをきちっと東員町のほうから、そうい

う態度を表明していただきたいというふうに思いますけれど、そのあたりについてはどうでし

ょうか。所得に応じた保険料ということを念頭に置いて、話し合いの場に参加をしていただき

たいというふうに思います。 

 それで先ほど２月から会議がありました、東員町からはどなたが参加をされ、そこで議論さ

れたことについてはどういう形で伝達、課なり係で話し合いがされていますか。行っただけの

皆さんの手元に残っているのか、そのあたりお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   中村光彦生活部参事。 

○生活部参事（中村 光彦君）   まず所得に応じたという部分でございます。こちらは今

度から保険料は市町で徴収はしますが、その徴収した保険料を県へ納めるという制度に変わり

ますので。ただ、県へ納める金額は、納付金として県から算定されるということになります。

その算定する中で東員町の所得も加味されるということになってきますので、東員町の所得は

三重県下で比較的高い部分にございますので、その部分が反映されますと、東員町としては、

ほかの市町よりも高く保険料を納める形になることは想定される部分もございます。これに関

しましても、試算が出る今現時点では誤解を招くこともございますので、はっきり言うことは

できませんが、その分だけご理解をお願いいたします。 

 また、東員町から主任の職員が１名、医療費の適正化部会のほうに参加しております。これ

で３回ほど出席させていただいたんですけども、どうしても医療費というのはレセプトにより

請求されますので、そのレセプトを適切に処理をするというのがすごく大切となってきます。

そのレセプトの中には、いろんな事情で保険者が違ったりとか、いろいろしておりますので、

それは日ごろの事務の中で、私たち職員の者がやってますので、その部分の事務の打ち合わせ

をやっております。それに関しましては復命等上がってきておりますので、その部分で確認を

させていただいております。 



 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   保険料については県が決めた納付金、例えば９０％納められ

なければ集めなきゃいけないし、ということだというふうに思うんですよね。ですから東員町

の場合は所得が高いので、なかなか安くすることは難しいのかなということをおっしゃってお

りましたが、所得の高い人もいれば低い人もいらっしゃるわけですので、所得の少ない人の減

免を考えるなり、やっぱりそういうことも必要ではないかというふうに思いますが、そういう

ことについては、県の段階では減免制度等について、まだそこまで深まった議論というのはな

されていないのでしょうか、お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   中村光彦生活部参事。 

○生活部参事（中村 光彦君）   今現時点では事務の整合をさせていただいておりますの

で、減免につきましても、まだ明確なものが出てございませんということをご理解いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   これから１０月に向けて、多分いろんな形で協議されたり、

事業内容が明確になってきたりとかするというふうには思います。やはりこれはどうしても町

民の皆さんにお知らせしなきゃいけないというものがあれば、積極的に情報公開をしていただ

きたいし、広報とういんのほうで、シリーズ的にでも結構ですので、こういうことについて町

民の皆さんにお知らせをしていただきたいというふうに思います。それが皆さんの仕事であり、

健康を守る上でも、とても大切なことではないかというふうに思います。 

 積極的に今、先ほど部長が保健師さんの活動や健康づくり、保健事業について述べていただ

きました。やはりそれが実っていって初めて保険料、医療費が下がるわけですので、なかなか

東員町の医療費は下がらないので、私も何度も、どうしてこんなに医療費が高いんですか、保

険料が高いんですかということをお尋ねをしていますけれど、これといった解決の道が見出せ

ないのがとても残念です。 

 どうぞ保険料が少しでも引き下げられるよう、国はそのための支援金を１，７００億円捻出

しているわけですので、その金額はもちろん使っても、なおかつ保険料を引き下げることがで

きないというのが、たしか３月議会だと、そういう答弁を記憶しておりますけれども、大変な

時代で、なかなかそれぞれの皆さんの年金生活を含め、賃金が上昇しない、そういう中でのこ

の国民健康保険料ですので、どうぞ少しでも引き下げられるよう努力もしていただきたいし、

町民の皆さんに、こういう観点から健康を守るためにぜひ頑張ってほしい、そういうのを積極

的にアピールしていただきたいというふうに思います。 

 その辺の健康なまちづくりについての今後の取り組み、今とても力を入れてやっていること

など、お示しをしていただきたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。 



 大崎議員の健康づくりについて、答弁させていただきます。 

 先ほども生活部長が答弁させていただきましたように、本町では主に４つの分野で事業を展

開してございます。心の健康相談や健康づくり啓発事業、栄養改善事業等やってございます。

また、３月議会で町長が所信表明でも申し上げましたが、県下でもトップレベルである健康寿

命の要因分析を研究されるために、三重大学の医学部に共同で研究することを今現在行おうと

してございます。本町の人口動態や医学的・科学的な根拠に基づく資料をデータ化し、課題の

洗い直し等を考えてございます。町民の健康づくりに役立てたいと考えてございますので、今

後詳細が決まり次第、またご報告させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ありがとうございました。 

 ３点目に入っていきます。地方創生についてです。 

 人口ビジョン、東員町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標４つが示されました概要

版ができ上がりまして、皆さんのお宅に配付されております。今回は基本目標３の交流にぎわ

いを生み出すための地域づくりへの取り組みについての質問をいたします。主に住民活動の推

進、地域ブランドの創造、魅力向上ＰＲとなっています。地域づくりを進めるためのポイント

は何でしょうか。 

 ここで北海道で住民とともに地域づくりを実践してきたまち、ちょっと紹介させていただき

ます。 

 １９８５年に写真のまちを宣言し、人口は昭和３０年をピークに減少に転じましたが、平成

７年から再び増加をしている東川町、旭川の近くなんです。２０１４年には写真文化首都宣言

を行いました。写真のまちの取り組みを中心に生まれた子どもに手作りのいすを送る「君の椅

子事業」など、特徴ある取り組みを行っています。 

 ２つ目は既存の農林業や商工業、観光業の振興、新たな仕事の創造と地域基盤の底上げを行

おうとしていることです。写真をはじめとする芸術家創作活動に携わる傍ら、農繁忙期には農

業を手伝うなどといった既存産業との連携とのライフスタイルを創出するというユニークな提

案も行われています。 

 もう１つは福祉の村、西興部井村でございます。住民の夢かなう村づくり、大変ここは道内

で３番目に人口が少ないまちでありますが、子育て家庭のサポートを徹底して行っておりまし

て、医療費は１８歳まで無料、エンゼル祝金、第２子は１０万円、第３子、５０万円、第４子

以降は１００万円、そして今年度新たに小中学校の給食無料化事業を行おうとしています。東

員町として基本目標を達成するための具体的な行動や今後のまちづくりへの講演会はどのよう

になさるのでしょうか。 

 また先般、四日市市を中心とする連携中枢都市圏構想についての説明がありました。その構

想に対する考え方を町長に求めたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 



○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   地方創生についてのご質問にお答えをいたします。 

 地域づくりのポイントは、これについてはこれまで何度も申し上げてきておりますが、今、

議員からご紹介がありました東川町ですか、あともう１つは忘れましたけど、まさにそういう

町民がみんなで取り組むということが、僕は大事なんだろうなというふうに思ってます。 

 これからの地域づくりは、まさに今のお話のように、その地域に住む住民の皆さまの思いで、

自らが知恵を出し、汗をかいてつくり上げていくべきものであると考えております。 

 そのためには、その地域で核となるリーダーの存在が欠かせないものであり、行政といたし

まして、こうした人材を育てるプログラムを実践していく必要があると考えております。意欲

のある人が活動できる場、学べる場を積極的に提供し、若者、あるいは女性、あるいはセカン

ドライフを迎える人、そういう方々の各層の皆さまが活躍できるようなそんな地域づくり、ま

ちづくりを進めてまいります。 

 もう１つのポイントなんですが、マーケティングということだと思ってます。企業などでは

よく使われる手法でございますが、これからは行政にとっても、とり入れるべき視点ではない

かなと今考えております。特にこれからの地域経営というのには、稼げるまちづくり、地域づ

くりを目指していかなければならないと考えております。 

 その中で観光による収益というのは、大きな位置づけをこれからは占めてくるんではないか

なというふうに思っております。そのとき、本町を訪れてくれる人が本町に何を期待している

のか、何を求めているかということを、我々ここに東員町の者として、そういうことを知識と

して持っておかないと、来ていただいた人にサービスをするのがミスマッチになるという可能

性もあるのではないかなというふうに思ってます。そのためのマーケティングの実施というの

は、大変重要な要素だというふうに思っております。手法はいろいろあります。 

 次に総合戦略の４つの基本目標を実現していくための具体的な取り組みについて、お答えを

させていただきます。 

 まず基本目標１、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるということでは、これか

らは男は仕事、女は家事ということではなくて、夫婦が一緒になって子どもを育て、家庭を守

っていかなければならないと考えております。そのための手引きとして「パパブック」という

のを制作いたしまして、この間、新聞に載せていただいたとおりでございます。 

 今年度は結婚・出産への意欲を高めていただくため、未婚・晩婚化対策セミナーの実施を考

えております。なお、５歳児保育料無償化、発達支援事業はこれからも継続して実施してまい

ります。 

 次に基本目標２、安定した雇用を創出するでは、本町では残り少ない適地しかありませんが、

少しでも企業誘致を進めてまいります。それとともに障がい者の雇用というのを、要するに障

がい者の皆さんが働く場所の確保ですね、そういう取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。 

 また、今年は、昨年空き家の調査をいたしました、その空き家の活用というものを考えてい



かなければいけないんですが、いろんな手法がありますが、その１つとして企業と一緒に進め

ていくということも考えておりまして、企業さんに、いくつか紹介もさせていただいてます。

その中で、わずかながらでもそこで雇用が生まれてくるというようなことが起こってくるので

はないかと考えております。 

 また、コミュニティビジネスや企業、あるいは創業に向けた人材育成セミナーの開催も今年

は考えております。 

 続きまして基本目標３、交流・にぎわいを生み出すということでは、先ほど述べましたよう

に、観光振興という視点が、これからは大変重要だというふうに思っておりますが、そのとき、

来ていただいた方に満足していただけるサービスを提供、そして稼げるまちを目指さなければ

ならないと考えてます。そのためには町民の皆さま自身が、自分がここに住んでいて満足して

いる、そんなまちでなければならないというふうに思っておりまして、町民がいきいきと活動

するための環境づくり、その活動を支援するため、６月１日、今月ですね、改めまして市民活

動支援センターを文化センター２階に開設をいたしました。 

 また、地域ブランドづくりということがとても大事でございまして、その１つとして現在本

町若手職員が特産品づくりの知恵出し、あるいは試作品づくりというものに取り組んでおりま

して、こうしたブランドや魅力づくりをしていくために、若い町民の皆さんの知恵を借り、自

ら行動してもらうことを目的として、若者会議の創設を今進めております。 

 若者会議と連携してイベントの開催なども考えているのはいるんですが、やはり主としては

若い人を中心に本町を稼げるまちに変えてもらいたい、そしてその中で参加者自身も、参加者

というのは若者会議の参加者ですね、自身も稼ぐことができる、そんな仕組みをつくってもら

いたいなというふうに考えております。 

 基本目標４、安心して住み続けられ、快適な生活のできるまちをつくるということでは、今

年度、オレンジバスのルートダイヤを見直しますが、高齢者に対応した新しい仕組みを検討し

ていかなければならないと考えております。より便利な公共交通や、より便利な場所、例えば

北勢線の東員駅前など、お住まいいただくことの可能性について、検討をしてまいります。 

 同時に笹尾城山地区における人の循環も進めていかなければならないと考えてます。そのた

めの一つとして、笹尾第一保育園跡地を売却し、若者世代の転入促進を図っております。また、

移住促進に関しましては、今年度県が実施する都市部での移住相談会に本町も参加する予定で

おります。 

 まちづくりの講演会などの予定につきましては、例年行っておりますまちづくりシンポジウ

ムに加えて、今年度は先ほども述べさせていただきましたように、人材育成セミナーの開催と

いうものも考えておりまして、テーマや講師など、現在調整を行っております。 

 ２点目の連携中枢都市圏構想に対する考え方について、お答えを申し上げます。 

 この取り組みは、国の総合戦略にも掲げられる地方自治体の広域連携を進めるものでありま

して、人口減少・少子高齢化社会においても一定の圏域人口を有し、活力ある経済活動を維持

することを目指しております。現在の構想では中枢都市を四日市市といたしまして、周辺市町



が連携協議を結ぶもので、期待される効果としましては高度医療の提供体制の充実、生活関連

サービスの向上、特別交付税などの財源措置でございます。 

 本町といたしましては、この中で在宅医療、看取り、防災面など、住民生活の向上を図るこ

とができればメリットがあるなと考えております。四日市市では連携を検討するに当たり、今

年度はそのための調査事業を行うということになっているそうでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   残り時間がわずかになりました。 

 ありがとうございました。私自身もやはり紹介事例は、いずれも小さな自治体での取り組み

なんですけれど、しっかりして、自治体として生き残るアピールをしながら、住民の皆さんの

力を借りているというところは、東員町も見習わなければならないというふうに思います。 

 町長が先ほど６月１日の市民活動支援センターについておっしゃいました。そこがこれから

のスタート位置についたのかなというふうに思います。そればかりを頼りにするのではなくて、

２万５，０００人の中には、いろんな力をお持ちの方がたくさんいらっしゃるわけで、そうい

う皆さんの力を借りていくということが、これからの東員町にとってはとても大切ではないか

というふうに思います。 

 それで特に町長は、人材育成セミナーに今年度は力を入れていきたいということをおっしゃ

っておりまして、それは具体的にどういうふうなんでしょうか。もうチラシがまかれていると

か、いつごろ予定なのか、その辺がちょっとわかりませんので、お願いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ちょっとまだそこまでの調整はできてませんので、申しわけな

いんですが、時期的にちょっとまだ決まっておりませんので、申しわけございません。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   はい、わかりました。 

 人材育成セミナーについては、具体的なことが決まり次第お願いをしたいというふうに思い

ます。 

 東員町の皆さんの力を借りる中の１つとして、今、玄関先入ったところに、以前に私は質問

をして掲示板をつくっていただいて、そこに今、サミットのお礼のポスターが入ってあるんで

すけれど、やっぱりああいう板を積極的に活用されて、人材育成セミナーがこういうふうに始

まりますとか、今こんなことを取り組んでます、健康づくりもしちゃいました、そういうふう

な形で、もっとポスターを張るんじゃなくて、皆さんの思いのこもった手書きなりで町民の皆

さんにアピールをしていただきたい、そういう活用をしていただきたいと思いますけれど、そ

のことだけお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   今、ベラベラと張るようなものではなくて、デジタルサイネー

ジといいまして、お知らせなんかが変わっていく、すぐわかるような、そんなものの導入とい



うのを考えてまして、できるだけ町民の皆さんが来ていただいた時に、いろんなことがわかる

という情報提供をしていきたいというふうに思ってます。そういうちょっと検討もさせていた

だいてますので、またそのときにはよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   どんな形にしろ、町民の皆さんが玄関を入られた時に、ああ、

町として今こんな取り組みをしているんだ、こんなところに力を入れているんだということが

目や耳でわかれば、私はプラスになるというふうに思いますので、そういう積極的なまちづく

りを進めていただくことをお願いをいたしまして一般質問とします。 

 ありがとうございました。 


