
○１４番（大崎 潤子君）   ９月の定例議会におきまして、４点の一般質問を行いたいと

思います。 

 ちょっとまず最初に、私の一般質問の提出いたしました事項の欄外に質問の要領、不適当な

質問という項目が書いてございますが、私の質問とは関係ございませんので、その点だけご了

承していただきたいということ、ちょっとお願いいたします。 

 さて国保についてですが、来年４月から国民健康保険の財政運営が県に統一され、現在、県

と市町で協議が検討されているところです。３月には保険料の仮算定が行われ、１人当たり平

均６．６％の保険料の値上げが試算されていると聞きます。既に３回目の試算も示され、市町

と調整されているようですが、公表はされておりません。もちろん、東員町においても試算の

公表をと尋ねても公表はありませんでした。最終決定される前に被保険者への十分な説明が必

要です。 

 現在まで被保険者への説明は、先般、国保制度が変わりますと、Ａ３のチラシが届きました

が、被保険者への情報提供は少ないと考えます。 

 次の３点について、答弁を求めます。 

 １点目、前回質問から、県において市長や町長を対象に、国保制度改革説明会が開催されて

います。また、４作業部会と合わせて、現状はどこまで話し合われていますか。 

 ２点目、社会保障としての国保の位置付けが弱りかねないことです。町民や被保険者への周

知や民主的手続き、低所得者対策などについても、不透明な中での検討が進められています。

これまで何年もかけて議論されたことを、わずかな期間で枠組みを変更し、その翌年から実施

する進め方は遺憾であると思います。住民説明会などを開き、住民の声を聞き、双方向の議論

はとても大切だと考えますが、どうですか。 

 ３点目、今、一般会計から２，０００万円の繰り入れと基金の活用で、保険料が大幅に引き

上がらないように努力しています。国の方針は、法定外一般会計繰入の計画的な削減・解消の

促進です。また、財政調整基金においても、制度改正による保険料水準の激変を緩和するため

にも蓄えておくことが重要だと考えます。 

 生活部長の答弁を求めます。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   国民健康保険についてのご質問にお答えいたします。 

 国民健康保険制度は日本の国民皆保険制度の基盤となる仕組みでございますが、「年齢構成

が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になる

リスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を

踏まえ、平成３０年度から県が財政運営の責任主体となり、市町は県が決定した国保事業納付

金を納付し、医療費となる保険給付に必要な費用を全額市町に交付されることとなります。 

 現在、スムーズな制度移行に向けて、平成２７年１１月に、これまで１０市町と三重県国民

健康保険連合会で構成していた「三重県市町国保広域化等連携会議」の市町構成員を全２９市

町に拡大するとともに、当会議に４つの作業部会を設置し、想定される個別課題の検討を行っ



てまいります。その中、県が市町を対象とした制度改革についての説明会も開催されました。 

 説明内容として「県に納める納付金を決定するにあたっては、被保険者数、所得、医療費等

を積み上げて計算を行いますが、県内市町での医療費水準に偏りがあるため、納付金の積算へ

の反映度合いなどの程度によりまして、どのようにしていくか、また、現状の中で制度改正を

行うと、加入者に負担増が見込まれる市町に対しては激変緩和措置が講じられる」との説明が

ありました。 

 次に「町民の声について」のご質問でございますが、制度改正の周知につきましては、これ

まで町広報及び町のホームページに掲載をしております。 

 この７月には、国民健康保険加入者の全世帯に、国民健康保険制度改正のパンフレットを納

付通知書に同封し、周知をいたしました。電話や窓口にて、制度改正などはどのような内容で

あるのか、今後の医療費の予測などについてのご質問をいただいております。 

 国民健康保険加入者の方のご理解が最も大切なことと認識しており、今後も丁寧に説明を行

い、また、広報、ホームページ等に掲載し、周知してまいります。 

 次に一般会計からの繰り入れと基金の考えでございますが、国民健康保険特別会計の費用は、

制度の趣旨から保険料で賄うことが本来でございますが、保険料の軽減のために、本町では毎

年２，０００万円の法定外繰り入れを行っております。しかし広域化に伴い、国及び県からは、

計画的な削減・解消の取り組みが求められておりますことから、将来的には段階的に解消をす

る必要があると考えております。 

 次に「国民健康保険財政調整基金」でございますが、今後も保険料の安定のために活用して

いきたいというふうに考えております。 

 いずれにしましても、制度改正により保険加入者の負担にならないよう、激変緩和措置を適

切に実施することを、国及び県に対して強く要望をしていきますので、ご理解賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁をいただきました。 

 一応４月に国保制度が変わりますという形で、全被保険者の皆さんにチラシを入れて、制度

について周知をいたしましたということをおっしゃって、その中で保険料についてどうなりま

すかとか、そういう町民の声があったということを、今おっしゃっておりました。 

 そしてホームページなどで、その情報を提供しておりますということです。確かにホームペ

ージでの情報は必要でしょうが、やはりもう少し周知の方法、あるいは皆さんが疑問に思って

いらっしゃる点について、周知の方法をこういう質問があった、このことについてはこのよう

です、今、こんな点がすごく問題になっています、そういうようなことのイロハを、もっとホ

ームページに限らず情報提供をしていただきたい、そういう手法についてのお考えをお聞きし

たいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   今後またこれからも、広域化についての具体的な話し合い



なり、方向性が見えてまいりますので、その辺に合わせて、質問、また疑問に思われる点をＱ

＆Ａ形式なり、そういう形で広報なりホームページの中にも、また今後も納付通知なり、いろ

いろ加入者の方に送らせてもらう資料もございますので、その中にも含めさせていただきたい

というふうに考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   制度そのものが来年の４月には全く新しい体系に変わるわけ

ですよね。ですから決まり次第、皆さんにいろんな内容をお知らせをする。じゃあいつ、保険

料についても、やはり町民の皆さんは自分の保険料はどうなるのだろうかというのが一番心配

だというふうに思います。 

 それでなくても東員町の保険料は県下で高い方です。もちろん、行政からの答弁の中では所

得の水準が高いとか、医療費がふくらんでます、そういうことをおっしゃいます。それが一方

あったとしても、どうして保険料そのものが、一般会計からの２，０００万円の繰り入れもあ

る、そして先ほど申しましたように、基金からも取り崩して何とか低く抑えようという努力を

しているにもかかわらず、東員町の保険料は高いわけです。 

 ですから先ほど部長の答弁の中で、新しい制度になって保険料が大きく引き上がらないため

に激変緩和施策がありますよということをおっしゃいました。でもその施策そのものは、ずっ

と東員町のためとか、高い保険料を低くするために使われるものではないというふうに思いま

す。一定の、何年かわかりませんけれど、そのときはそういう措置があるかもわかりませんけ

れど、そうではないわけですよね。ですから町民の皆さんに、やはり試算であっても、本格的

な保険料については、いついつ公表いたしますが、こういうことですよ、こんなふうになりま

すよ、やっぱりそういうことっていうのはお知らせすべきではないのかなというふうに思いま

す。 

 ですから国の方針といいましょうか、県が公表する、あるいは自治体が公表することはそれ

ぞれの町、県でやってくださいよと。別にそれを公表しないでくださいという方針ではないと

いうふうに思いますが、そのあたりについて、東員町の保険料はなぜ高いのか、それ以上に高

くなるというような、先ほど試算で６．６％のアップになりますと、相当の東員町の保険料が

アップされるんじゃないかなというふうには思います。試算そのものが公表されておりません

ので、私自身もこのぐらいかなということは言いかねますけれど、ちょっとそのあたり、やは

り町民にもっとしっかりとした情報を提供していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   今回の国民健康保険の改正でございますけども、新たにゴ

ロッと変わるというようなものではございませんでして、財源自体を県が持ちまして、ほぼ運

営の中身は各市町が行っていくわけでございます。必要な医療費の部分を県が算定をしまして、

また市町に交付されます。ただ、交付されることに対しまして負担金も決まってくるわけでご

ざいますけども、制度そのものが変わるのはかなり先になってまいります。本当に、今の後期

高齢者のような、県一本で、どこに住んでいても同じ保険料であるというような制度になるも



のを目指しておりますので、それまでにはまだかなり時間がかかってまいります。 

 今まで県で説明を受けております中では、新しくなる制度に移していく中に、不合理、また

今の制度にいけるのに、この制度に変わっていく中で、いろいろ負担が出てくる市町に対して

は、激変緩和として当分の間、続けると。これも今の段階では、制度がゴロッと変わるまでは

激変緩和措置を見ていきますよというような説明は受けております。今後また激変緩和の額も

今年度中、この年内にも表示をされてまいりますので、そういったところを含めて公表してい

きたいと思います。 

 ただ、保険料が上がる要素としましては、やはり医療費が上がってくれば、どうしてもこれ

は上げざるを得ませんけども、今回の制度の変わる移行の途中において、何らか不合理な部分

が出ましたら、その辺は国県が対応していただく、激変緩和という措置で対応していただくと

いうような説明を、今の段階では受けております。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、答弁の中で、東員町の保険料が大幅に引き上げられれば、

激変緩和措置で今までどおりの保険料になるのではないのかなということをおっしゃったよう

に思います。 

 じゃあ東員町の保険料というのは、ちょっと部長に聞きますが、高いと私は思いますが、そ

れはどうですか。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   そうですね、県下でも高い部類の方に、トップというとこ

ろではございません、高いというふうに感じ取られる部分は多いと思いますけども、やはり加

入してみえる方が高齢である中、各市町を比較しますと、北勢地域、この辺は所得の多い方、

年金の額にしましても、かなり高額の年金を持ってみえる方もございますし、所得水準が高い

というところがございまして、どうしても保険料が高い部分が出てまいります。 

 当然そういう地域になりますと、交付税と同じように国からの補助、またいろいろな交付金

等がその分カットされますので、地域格差ができているということでございます。その辺を今

後解消してきてもらうためにも、また小さな保険者が今後運営するためにも、全体でやって、

どこに住んでいても同じ所得なら同じ保険料、そんなような方法に今は流れをしていただいて

おりますので、その辺はうちの方としましても進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   国保そのものは、先ほど申しましたように社会保障の一つだ

というふうに思います。ですから社会保障であるならば、やはりもっときちっとした手当とい

うのが必要なような感じもいたします。ですからぜひ来年度、２０１８年度の４月から実施と

なります。住民の皆さんにしっかりとした説明をしていただき、突然あなたの保険料はこうな

りますよと、そういう通知が届けられないよう、しっかり責任を持ってやっていただきたいと

いうふうに思います。 

 町民にとっては本当に今、経済的な格差が広がる、年金は次から次へと減額され、年金で支



払わなければいけないのが介護保険料や医療保険料、そういう中で本当に思いがけない額を天

引きされると、私の生活どうしましょうか、そういう思いの方もいらっしゃるわけでございま

す。ですから事前に、いろいろな周知方法をきちっととっていただく、そのことが行政にとっ

て、やらなきゃいけない仕事ではないかというふうに思います。その点をもう一度、あわせて

答弁してください。 

 もう１点は、先ほど一般会計２，０００万円の繰り入れをいたしています。将来的にはこれ

を解消していきたいということですが、それとあわせて基金です。やはりこの基金、今、平成

２８年度決算で１億７，０００万円の基金があるというふうには思います。将来的にこの基金

というのは、保険者の皆さんからいただいて、基金として残しているわけですので、保険者の

皆さんの保険料の軽減、あるいはもっと保健婦さんの活動や健康づくりに活用するためにも、

財政調整基金というのはとても大切だというふうに思いますが、基金についての答弁があった

かどうか、ちょっと今、定かでないんですけれど、この基金の方向性、今、１億７，０００万

円ですが、これを切り崩していくのか、それとも２億円なり、一定の金額というのは積み立て

ておく必要があるのかどうなのか、そのあたりについてお願いをいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   まずＰＲにつきましては、大崎議員おっしゃるとおり、ま

た丁寧にという形で答弁がございましたように、いろいろな形でＰＲの方、進めてまいります

し、制度の改革で段階的に制度が変わってまいりますので、その都度ごとにも説明をしていき

たいというふうに考えております。 

 それと基金につきましては、今後、町としましても国保運営の一角になりますので、こうい

った基金を持ちながら運営をしていくという形になるというふうに考えております。急激な県

への負担金が増える場合もございます。また、健康維持を整えてもらうための費用としてもい

ろいろ活用していく中で、この基金をなくすということもございます。ただ、どれだけ基金を

積み上げたらいいのかというのは、もう一度いろいろ検証する部分がございますけども、全体、

今までをやってきた中で、また今後、県と一緒にやります国保運営の中にも、どういった位置

付けにしていくべきかというのも検証しながら進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   何度も申しますように、本当に保険料の問題は大変町民にと

っては大きな問題です。しっかりと皆さんに公表できるものは積極的に公表していただきたい

というふうに思います。そして周知徹底の方はきちっとするということですので、その点もう

一度よろしくお願いをいたしまして、２点目に入らせていただきます。 

 子どもの医療費助成について。 

 ２点目は子どもの医療費窓口無料化です。 

 以前にも質問しましたが、県で実施することが望ましいとの答弁でした。全国３８都府県で

実施されている医療費窓口無料です。県は窓口無料を実施している自治体に国がペナルティ、

補助金の減額をしていることを理由に実施していません。しかし来年度からは未就学児童部分



のペナルティを行わないことになりました。 

 県下では先がけて鈴鹿市で始まり、来年度は四日市市、伊賀市、名張市、亀山市、志摩市が

導入を決めているようです。 

 窓口での無料の年齢は市で若干違います。子どもの貧困が問題とされ、ますます進む経済格

差の中で、医療が必要なときに手持ちがなくても医者にかかれるという窓口無料が切実です。

群馬県では窓口無料導入で、早期受診で重篤にならず、逆に医療費が下がったという報告もさ

れています。 

 東員町でも若い世代を応援する施策の一つとして実施できませんか。また、この件で、桑員

地域の医師会との話し合いや担当課などの協議はされたのかどうか、生活部長の答弁を求めま

す。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   「子ども医療費助成について」のご質問にお答えいたしま

す。 

 子ども医療費助成は、子育て世帯の経済負担を軽減するため、三重県の福祉医療費助成制度

を活用し、実施してきたところでございます。 

 窓口無料化につきましては、県内では鈴鹿市が、本年４月から３歳までを対象に、市内の医

療機関に限り、窓口で無料化が行われております。 

 このような動きから、三重県では福祉医療費助成制度について、県と市町において構成され

る福祉医療費助成制度改革検討委員会において、市町の意見を踏まえて、県としての窓口無料

化の考えを、本年度内に一定の結論が示される予定となっております。 

 本町としましては、経済的負担を軽減させるための対策として、また、子育てのしやすい環

境を整備するためにも、導入の必要性を十分認識しているところでございますが、町内に未就

学児の方を対象とした医療機関が少ないことや、医師会や国保連合会などの関係団体との調整

が不可欠であることから、町単独で窓口無料化を進めるものではなく、全市町が一斉に実施で

きる制度となることが望ましいと考えております。 

 よって桑名・員弁医師会との話し合いにつきましては、県全体としての統一的な制度化が図

られるよう、県へ要望しているところでございますので、現時点では桑員地区での協議等は行

っておりません。 

 今後も子ども医療費助成を将来にわたり持続可能なものとしていくために、福祉医療費助成

制度の見直しの動向を注視しながら検討してまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお

願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、答弁の中で、県におきまして、検討委員会の中で本年度

内に一定の方向性が出される、協議中であるということをおっしゃいました。よい方向に行く

ことを望んでいるわけですけれども、今日の伊勢新聞に、先ほど桑員地域での医師会との協議

については協議をしておりません、県に要望している、全市的に県一本でやるのが望ましいと



いう答弁がありましたが、広域の関係でいえば、今日の伊勢新聞にも子どもの医療費窓口無料

化へというので、伊勢市と度会郡４町が広域で来年度の９月から取り組みますという報道がさ

れております。ですからぜひとも桑員地域での医師会との話し合い、あるいは担当課との協議

というのは、私は必要ではないかというふうに思います。今まではそういうことができなかっ

たけれども、こういう形で伊勢市では進められております。その点について、もう一度答弁を

お願いしたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   すみません。今日の報道も含めて、県の方もこの報道を受

けまして、早速、今の県統一の見解を早急に出したいという連絡を受けました。これだけの数

になってまいりますと、県の方もどうすべきかというのを明確に早く公表する形になると思い

ますので、それを受けまして、うちがどういう形でとっていくか、本来考えますと、各地域に

しても、単独の形でやりますと、システムの関係とか、いろいろの費用がかかってまいります

ので、県の動向を見た上で今後どうするか、まず県がどういうふうに動いてもらうかを考えた

後に、もう一度、広域化の窓口の、また地域での窓口の無料化というのを考えていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今の答弁で、県もある程度前向きなのかなというふうには思

います。でも前向きな議論をした結果、だめになることもあるわけですので、やはり東員町か

らも積極的に若い世代を応援する施策の一つとして、窓口の無料化をお願いをしたいというふ

うに思います。 

 年齢については、それぞれ膨大な医療費がかかるわけですので、今、東員町は中学校卒業時

まで医療費の無料化をやっております。県においては小学校６年生までが県費で医療費を賄っ

ていただいております。 

 ですから先ほども言いましたように、すごい医療費がかかるわけですので、方法論としては

３歳児未満であるかもわからないし、未就学児童という方法もとられるかもわかりませんが、

でも何よりも皆さんが今、子どもの医療費を窓口で無料にしてほしい、そういう思いはたくさ

んあります。 

 岐阜県や愛知県は無料なんです。そちらからこちらにいらっしゃった方にとってみたら、と

ても不便なわけです。そういう意味も含めまして、積極的に県にもっと声を届けていただいて、

早く本年度以内の検討委員会での結果が前倒しできるような形になるよう、決意をしていただ

きたいというふうに思います。 

 もう一度、答弁お願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   この件に関しましては、町村会でもかなり前向きに取り組んで

まして、県の担当部署を呼んで、そして医師会の調整はなかなか単独の市町ではできない。例

えば東員町を申し上げますと、東員町の中はいなべ医師会なんですね。ですけど東員町の子ど



もが医療機関にかかるのは桑名市が多いんですよ。そうすると、そこは桑名医師会なんです。

例えばいなべ医師会は無償化しても、桑名医師会がやらなければそれはできない。逆に桑名医

師会がやっても、いなべ医師会がやらなければできないというような狭間にあるわけですよ。 

 もっというなら、例えば木曽岬町なんかは県をまたいでいるんですね。愛知県は今言われて

ましたように無償化してます。だけど三重県はしてない。だけど木曽岬町の子どもはお隣の愛

知県に行っているというようなことがあって、なかなか難しい問題があるので、県が主導して

医師会をきちっと統一してほしい、そして無償化に向けて、今言われました子どもの貧困、非

常に深刻になってます。そういうものに対応していくためには、絶対にこの方向へ向けて、県

がきちっと調整するように、強く町村会でも今申し上げておりますので、必ず近いうちにいい

結果というか、結論が出てくるんだろうというふうに期待をしております。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長の方からいい結果が出るだろうという、いい答弁をいた

だきましたので、それに期待したいというふうに思います。 

 ３点目、農業について。 

 喜び農業として、ぶどう、ブルーベリーの栽培が始まり、ブルーベリーは４年目にして収穫

でき、三和幼稚園・みなみ保育園、５歳児と保護者が摘み取り体験をいたしました。現在は産

業課において実証中であります。 

 今後は農家や企業に働きかける他、加工品の販売に取り組んでいきたいとのことですが、事

業をするには資金が必要です。路地栽培はしないで、ポット栽培の方向性だそうです。ポット

栽培には水や液肥を調整する機械が必要です。一定の支援が必要と考えます。今後の進め方な

ど、どのようでしょうか、お尋ねをいたします。 

 また、新産業創造プロジェクトチームの取り組みに６月議会で予算を付けました。どのよう

なところへ研修に行き、今どんな取り組みをしているのかを伺います。 

 建設部長の答弁を求めます。 

○議長（鷲田 昭男君）   門脇郁夫建設部参事。 

○建設部参事（門脇 郁夫君）   大崎議員の農業についてのご質問にお答えをいたします。 

 地域農業の活性化及び農業所得の向上を図るとともに、生産者にとって喜びのある農業を目

的に、長深地区の耕作放棄地でありました畑地を活用し、溶液栽培システムによるブルーベリ

ーのポット栽培とビニールハウスでのぶどう栽培の実証に取り組んでおります。 

 ４年目を迎えた本年は、植え付けたブルーベリーの苗木が順調に成育し、果実を収穫するこ

とができるようになり、町内産のブルーベリーのＰＲを行うため、みなみ保育園・三和幼稚園

の５歳児親子５０名を対象に、試食、摘み取り体験を実施いたしました。 

 また、町内の洋菓子店や和菓子店に協力依頼を行い、来年度から町内産のブルーベリーを使

った商品（特産品）として売り出せるよう試作品を作っていただきました。 

 「ぶどう」につきましては、ビニールハウスの倒壊の影響もあり、果実の生育が遅れており

ますが、まもなく収穫できる見込みでございます。 



 今後につきましては植え付けた苗木が成木し、成熟期を迎えられるよう、圃場の管理に努め、

喜び農業推進事業の趣旨に沿った運営をしていただける農業者等に引き継いでまいりたいと考

えております。 

 新産業創造プロジェクトチームでは、既存産業の活性化と新たな産業や雇用・就業機会の創

出を図るため、町の貴重な財産である農地の活用と「農業を核としたまちづくり」の推進に取

り組み、地方創生へと繋げてまいりたいと考えております。 

 そのためには、生産技術を有する民間事業者や先進的な農業法人等に指導いただき、そのノ

ウハウと技術を本町の農業者が取り入れられる仕組みの構築と「儲かる農業」の推進により、

町の特産品の創出など、農業の産業化や農業に付随した産業が展開できるよう取り組んでまい

りたいと考えております。 

 現在、農業を核としたまちづくりに賛同いただける民間企業や先進的な農業法人にお願いし、

付加価値の高い農産物の導入の検討を行っているところでございます。 

 また、現在行われております土地利用型農業で生産される大豆の付加価値を高めるため、特

殊な加工技術を有する企業と連携した企業展開ができるよう協議を重ねておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   再質問をいたします。 

 先ほど質問の中で言いましたけれども、ブルーベリーはポット栽培となります。路地栽培は

やらないということですので、このポット栽培を理解していただく農業者の方に対して、やは

り最初の初期投資については一定の支援が必要ではないかというふうに思いますが、そのあた

りの考え方についてお聞きしたいと思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   門脇郁夫建設部参事。 

○建設部参事（門脇 郁夫君）   お答えいたします。 

 確かにブルーベリー溶液栽培ということで、初期投資に高額なお金がかかります。何らかの

支援を町として、していこうと思っておりますが、その際には農林水産省の産地パワーアップ

事業等の補助金とメニューがございますので、そちらを対応できるように支援をしてまいりた

いと考えております。 

 しかしながら国の補助金制度には様々な要件もございますので、その条件を満たさない場合

等につきましては、町単独での支援をこれから考えていく必要があるのかなと思っております

ので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   何らかの支援は町として行いたいということであります。そ

れはわかりました。 

 行政としては平成３１年まで、今の実証を責任を持っておやりになりますか。その後につい

ての方向性はどのようでしょうか、お願いをしたいというふうに思います。 

○議長（鷲田 昭男君）   門脇郁夫建設部参事。 



○建設部参事（門脇 郁夫君）   本年、初めて果実を収穫することができましたので、実

証圃場での成果が見えてきたものと考えております。そういったことも含めて、平成３０年度

中には喜び農業推進事業の目的に沿った運営を行うこと、また栽培面積の拡張を条件として、

町内農業者、もしくは町内農業者と共同で運営をしていただける農業法人等に、圃場の引き継

ぎを行っていきたいと考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   それでは現段階におきまして、この喜び農業を引き継いでい

ただける芽といったらおかしいですけど、そういう方がいらっしゃるのか、それともここ平成

３０年、平成３１年、あと２～３年かけて、そういう皆さんを発掘なさるのかどうなのか、そ

のあたりはいかがでしょうか。 

○議長（鷲田 昭男君）   門脇郁夫建設部参事。 

○建設部参事（門脇 郁夫君）   現在、若手の農業者１名ですが、今年の果実を見ていた

だいて、やってみたいなというようなご意見はいただけてますが、その方自体は地区も違いま

すし、あの場所で引き継ぐのはちょっと難しいのかなという気もしてますが、積極的な意見を

聞かせていただいてますので、この方を中心に進めてまいりたいと考えてます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   若い方なのかどうかは別といたしまして、そういう形でやっ

てみたいなという意欲のある方がいらっしゃるということはよいことかなというふうに思いま

す。 

 そういうことをやっていただいて、途中で挫折されないように、きちっとした支援も含めて、

方法論、あるいは財政支援というのは必要ではないかというふうに思います。今年度、ブルー

ベリーが何キロといいましょうか、量がちょっとわかりませんけれども、その量によって、将

来的には洋菓子屋さんや和菓子屋さんで、東員町のブルーベリーを使った商品を今後販売をし

ていきたいという答弁がありました。そういう見通しについては来年度期待してよろしいでし

ょうか。そのあたり、お願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   門脇郁夫建設部参事。 

○建設部参事（門脇 郁夫君）   本年度初めて果実が実ったことから、まだ面積的にも収

穫量も少なく、町内の洋菓子屋さんで試作品を作っていただくということが初年度でございま

したが、この圃場を継いでいただいて拡張する中では、様々な販売ルート等を考えていく必要

もございますし、たくさんの東員町産の果物の特産品づくりということに取り組んでまいりた

いと思っております。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   過去におきましても特産品づくりという形で進められており

まして、なかなかこれといった形のあるものが、多くの町民の皆さんの中には入っていかなか

ったんじゃないかなというふうに思います。量が少なくても、これが東員町のものですと、多

くの町民の皆さんが知っていただくためにも、このブルーベリーを活用した東員町の商品化と



いうのは、すごく多くの皆さんに待たれているのではないかというふうに思いますので、その

あたりもしっかり研究をして、じっくりと取り組んでいただいて、本当に東員町の特産品とな

るよう、お願いをしたいというふうに思います。 

 もう１点は、先ほど民間事業や先進農業者に、いろいろな角度で仕事といいましょうか、特

産品づくりを行ってますということをおっしゃっておりまして、それに関連いたしまして、た

またま見つけた雑誌の中に町長のコメントが載っておりまして、大豆を使った製品を今後開発

をしていきたいということを町長が述べていらっしゃいます。 

 その町長にお聞きしますが、それについて今、町民の皆さんに発表できるのかどうかは、私

ちょっとわかりませんけれど、町長の胸の内といいましょうか、お願いいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほどというか、前の方のご答弁の中でも申し上げましたけど、

東員町の行政面積の３分の１が農地です。その農地の使い方なんですが、９１％が米、稲作な

んですね。なかなか米に対して環境が厳しくなっている中で、儲かる農業なんていうのは、な

かなか難しいだろうというふうに考えております。 

 その中で、今おっしゃっていただいた大豆を用いた開発と。まず大豆を、面積当たりの収穫

が今、東員町は非常に少ないということもありまして、そういうことも改善しながら、大豆の

収穫というのをもうちょっと増やしていただいて、そして先ほど参事がお答えしましたように、

大豆を使った開発ということで、ある企業の方と今、協議を進めております。これは特許を持

った特殊な作り方ですので、こういう特殊な、そしてそれがひいては東員町の特産品になると

いうような大豆というものを考えていきたいというふうに思っております。米を全部かえるわ

けではないんですが、ある一定、米にかわり得るものというふうに考えております。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   大豆での特産品を考えているということですので、１日も早

く、東員町にとっての特産品が完成して、朝市なり、町民の皆さんに、ああ、東員町の物なん

だということが認識できるよう努力をしていただきたいということをお願いをいたして、４点

目に入ります。 

 ７月１４日の全員協議会の場で、東員町水道施設更新計画についての説明を受け、料金改正

計画では平成３２年度改定率１７％、平成３７年度が１４％の改定率の計画が示されました。

今後、町政懇談会の一つの大きなテーマとして、町民に情報提供をされると思います。 

 改定まであと３年です。町民の暮らしは大変です。高齢者も増えて、年金生活者にとっては

介護や医療保険料の支払いなども含めて大変な出費となっています。改定までに町民に対する

情報提供や経過報告が、とても大切だと考えます。 

 一方的な押し付けであってはなりません。どのように町民に同意を求めていくのか、同意を

求めるために行政として何を示していくのか、伺います。また今後、この水道問題についての

説明会や情報提供の方法について、建設部長の答弁を求めます。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 



○建設部長（近藤 行弘君）   それでは大崎議員の「水道問題について」のご質問にお答

えをいたします。 

 本町の水道事業を取り巻く経営環境につきましては、人口減少や節水型機器の普及などによ

る水需要の減少に伴う給水収益の減少と、また水道建設期に整備を行った施設の更新費用の増

加などによりまして、経営環境は今後ますます厳しくなることが予想をされます。 

 このような背景のもと、将来にわたって安定的に事業を運営していくための「東員町水道事

業経営戦略」、これを策定しまして、水道の料金収入及び施設更新の投資計画などを試算をい

たしました。 

 財政推計を行いましたところ、平成３３年度には単年度欠損が発生をすると、マイナス収支

に転じる結果となってきております。 

 また、施設につきましては、軽微な修繕は現在まででも行っているものの、大規模な改修及

び更新は行ってございません。水道施設の現地状況なども踏まえまして、より詳細に把握・分

析するとともに、施設更新の優先度を定めまして、計画的に更新や、また耐震化を実施する中

長期的な基本計画となる「東員町の水道施設更新計画」を策定をいたしたところでございます。 

 今後これらの計画をどのように住民の方々に周知を行っていくのか、こういったことにつき

ましては、今月２０日より開催されます自治会別の町政懇談会、ここの場におきまして、町長

自らが本町の水道事業の現状と見通し等をご説明させていただくという予定でございます。 

 また、当日ご参加できなかった方につきましては、ホームページ、広報などで改めてご報告

を申し上げます。 

 なお、料金改定の議論となってきましたら、この更新計画に伴う資金計画等々を議員の皆様

に詳細にお示しを申し上げまして、ご議論をいただくということで考えておりますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今回の町政懇談会におきましては、先ほど申しました料金の

改定率などについての説明はないという形で理解をすればよろしいのでしょうか。それに至る

までの経過報告という形でされるのかどうなのか。 

 というのは、ある方から、整備事業をするために、町としてはやはり資金を確保しておくべ

きではないのか、水道料金を値上げをして資金の確保というのはおかしくありませんかという、

そういう声をいただいたのです。 

 内部留保資金というのが、今、平成２８年度で６億５，０００万円あるわけですけれど、総

事業費が１０年間で約２４億円かかるという、この資料があります。ですから足らない分を料

金改定によって補うのかどうなのか、ちょっと町民の方からいただいた声に答えていただきた

いというふうに思います。お願いをいたします。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   この前ご説明申し上げた中で、そういった料金等々につい



ては明確な説明はしなかったと思います。というのも、今現在これはいろいろな計画を見てみ

ると、要するに給水原価が供給単価を平成３２年で上回ってしまうと。これを見据える中で、

なぜそういうことになるのかということでございます。 

 東員町の水道の場合は、施設が、例えば笹尾・城山の団地ができたときにドカンとできてし

まったと。それについて、ずっと今まではその恩恵を受けながら、何とか本当に県下でも一番

安い水道料金で来ましたけども、それが平成３２年を境に更新計画等々を考えますと、当然耐

震計画もそうですけども、約１７％の企業としての赤字が出るということでございますので、

それについて一体どうしたらいいかということで、またご議論をいただくということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今回については水道事業の成り立ちといいましょうか、どう

してこういうふうな更新計画を皆さんにお示しをしなきゃいけないかという点を主にお話をな

さるというような形で理解をしていきたいというふうに思います。 

 やはり貴重なお水です。これが寸断されたら、日々の生活、大変困るわけですので、本当に

町民の皆さん、出席なされた皆さん、あるいは欠席された方に対しても、きちっとした説明の

できるもの、文書なりを配っていただきたいというふうに思います。 

 やはり町民の皆さんに、きちっとした情報を提供することがとても大切です。その方法論と

して、水道会計のことについてシリーズ的に述べられるのか、広報とういんで示されるのか、

回覧にされるのか、いろいろな手法があるというふうに思いますが、やはり現状を知らせると

いうことはとても大切だというふうに思いますので、そのあたりはきちっとしていただきたい

と思います。 

 そして料金改定については、今後の課題といいましょうか、大きな問題です。改定するとな

れば超過料金をなぶるのか、基本料金を上げるのか、企業に対して重きを置くのか、いろんな

手法があるというふうには思います。ですからなるべく早くそういうものも出していただいて、

きちっと議会の場で、あるいは町民の皆さんにも議論に加わっていただくような方法論をとっ

ていただきたいというふうに思いますので、そのあたりについて、もう一度お願いをいたしま

す。 

○議長（鷲田 昭男君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   経営収支の状況ということなんですけども、これにつきま

しては給水収益、営業キャッシュ及び投資額の推移、これから見ると、営業キャッシュという

のは純利益に減価償却費を加算した、いわゆる投資の原資となるものでございますけども、こ

れが今現在、給水収益としましては、皆さんの高齢化や節水機器の普及、これらによって減少

傾向をたどってございます。 

 一方、営業キャッシュ、これは経営削減の努力等々、これについてはしっかり行っておるつ

もりでございますけども、わずかながらに上昇しておるということでございます。 



 投資額というのは、その当時ドンとあったんですけども、今現在はどんどん抑えてございま

す。それによっても、なかなか投資額が営業キャッシュを上回るということで、資金が不足す

る分、これにつきましては当然お金を借りるか、議員がご心配の要するに水道料金ですね、こ

れはうちの営業収益の中でほとんどを占めてございますので、これにつきましての料金の値上

げということは、当然視野に入れて考えていきたいと思います。その辺も含めまして、しっか

り皆様に説明責任については果たしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（鷲田 昭男君）   大崎潤子議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   建設部長がしっかりと説明責任を果たしていきたいというこ

とですので、きちっとお願いをいたしまして、私の９月議会の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 


