
○１４番（大崎 潤子君）   １４番、大崎。 

 おはようございます。日本共産党の大崎潤子です。 

 今年もわずかとなりました。１２月議会の一般質問は、１点目、幼児教育の無償化について、

２点目、国保料について、３点目、就学援助についての質問を行います。明確な答弁をお願い

をいたします。 

 まず最初に幼児教育の無償化についてです。 

 新しい経済政策パッケージ、２０１７年１２月８日、閣議決定の人づくり革命で、冒頭に幼

児教育の無償化が書かれています。そして経済財政運営と改革の基本方針、骨太方針が２０１

８年６月１５日に閣議決定をされ、パッケージで未確定だった部分を、この骨太方針で決着さ

せました。 

 概要は、主に３歳から５歳児までの全ての子どもたちの幼稚園・保育園・認定子ども園の費

用を無償化する０歳から２歳児までの住民税非課税世帯を対象とし、無償化を進める。実施時

期は２０１９年１０月からの全面的な無償化措置の実施を目指すとなっています。 

 その財源は消費税にしてる点です。社会保障の財源と消費税をリンクさせたところには大き

な問題があります。無償化は少子化対策という点ではとても重要であり、消費税以外で財源を

確保して進めるべきだと考えるものです。 

 今回の無償化は基本的に３歳児以上に限定されており、特に保育料が負担が重い、０歳から

２歳児が対象外である上、給食費・食材費の実費負担や財源についても、今、協議中でありま

すが、来年の１０月にスタートするわけですので、２０１９年度予算に反映させる必要がある

と考えるものです。 

 次の点を伺います。保育の無償化に対する町の考え方、次に無償化することによって新たな

財源が生み出されると思います。その財源で、未満児への支援や給食費などに活用する考えは

ないのか、教育長の答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   大崎議員のご質問にお答えをいたします。 

 現在、国では来年１０月から、消費税の増税とともに、幼児教育・保育の無償化を行う方針

で進めております。しかしながらその詳細についてはいまだに不透明で、教育委員会といたし

ましても、今後の方針や財源について、明言できかねるところもございますが、現在把握でき

ている範囲で答弁をさせていただきます。 

 まず幼児教育の無償化に対する考え方につきましては、対象とされている３歳から５歳児に

ついては所得に関係なく無償化され、０歳から２歳児については住民税非課税世帯が対象とさ

れており、子育て世帯の幼児教育費の負担軽減が図られる制度であることから、安心して子育

てができるまちを目指している本町といたしましては、大変ありがたく感じています。 

 しかしながら政府の方針として打ち出された無償化の財源を市町村に一定割合負担させるこ

とに対しては、非常に疑問を感じているところであります。 

 次に、無償化で生み出される財源につきましては、無償化される保育料の上限について、保



育園で月額３万７，０００円、幼稚園で２万５，７００円と示されておりますが、算定方法や

町の負担額など、具体的な情報がございませんので、今後、国の方針がわかりましたら詳しく

財源について試算をし、町の方針を考えてまいりたいと思っております。 

 次に、無償化の対象外となっている給食費や食材費に関してお答えをいたします。 

 幼稚園は給食費を実費徴収している一方で、保育園の３歳から５歳児については副食費を、

０歳から２歳児については、主食費と副食費を保育料として徴収をしております。それゆえ保

育料に含まれる食品に当たる部分まで無償化した場合、幼稚園と保育園との間で不公平が生じ

ることから、実費徴収している幼稚園に合わせて無償化の対象外の方針とされております。 

 しかし、この議論においても、低所得世帯等については引き続き配慮が必要ともされており、

所得によっては無償となる可能性も考えられることから、今後も国の動向を注視してまいりた

いと思います。 

 いずれにいたしましても、新しい情報が入りましたら適切に対応してまいりますので、ご理

解を賜りますようお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   教育長から答弁をいただきました。 

 今回のこの無償化については、子育て支援でとても有効だというふうに思いますが、無償化

だけというのが先に走り出して、本来一番大切な財源という部分が置き去りにされているとい

うふうに思います。そして地域にどのような影響を及ぼすか、そのようなところがほとんど考

えられていないのではないかというふうに思います。それが先ほどおっしゃった教育長の答弁

の中にも示されているのではないかというふうに考えるものです。 

 １１月２６日の聞き取りの時点でも、東海３県の集まりがあって、内閣府から説明を受けた

けれども、予算についての説明がなかったという聞き取りでございました。その以後は全く進

展はないのか、その時の状況と一緒なのかどうか、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（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 正式に県とか国の方からの報告はありません。私どもも新聞紙上で、例えば私立幼稚園の負

担がこれだけになっているとかというのが、情報を知るという段階でございます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   新聞紙上のみの情報収集ということですが、来年の１０月か

らのスタートとなりますと、やはり予算も立てなければならないし、とても大切なことだとい

うふうに思います。そういう部分においては、非常に国のやり方について、私自身も遺憾に思

っております。何しろ消費税の増税とリンクをされている、そこに一番の大きな問題があるよ

うに思います。 



 やはり国全体で少子高齢化、少子化の時代に入っていく、そのためにはどのように子育て応

援をしていくかということを、もっともっと真剣に考え、新たな消費税ではない財源でもきち

っとやっていけるというふうに、日本共産党は考えているところでございます。情報が入り次

第、また情報提供をしていただきたいということは思っております。 

 それで現在、５歳児は５，０００円の無償化、幼稚園は無償、保育園については５，０００

円を差し引いた金額で徴収をしておりまして、平成２９年度の決算で、約１，３００万円ばか

りが子育て応援のために町費で出費をしていただいておりまして、本当に大変喜ばれていると

ころでございます。単純に考えて、この１，３００万円が無償になれば、その財源は、子育て

支援や保育士さんの処遇の改善や保育環境の整備などの活用にも使うことができるというふう

に考えていますが、そのあたりの考え方について、お願いをしたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほど議員もおっしゃられたとおり、５歳児の無償化において、財源としては今、約１，３

００万円、私どもとしては本当に国が全額無償化で持っていただければ、例えば待機児童を出

さないような条件整備、それから期限付きの人たちの賃金の改善というところに充てたいと思

っているんです。 

 ただ、僕らは本当に疑問を感じているというところがありまして、なぜならば、国の方は幼

児教育無償化の財源負担は国と地方で適切な役割分担をと。適切な役割分担となった場合に、

今現在、保育料が入ってくるのが、大体無償化の対象は８，８００万円ぐらいの保育料になっ

てくるんですけど、このうちのいくつかを町が出しなさいよとなった場合には、この１，３０

０万円はすぐ飛んでしまうというところがありますので、まだはっきりわかりませんので、明

確には言えませんけれども、大変心配しているところもあります。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   教育長がおっしゃるとおりで、適切な役割分担というので町

も３分の１とか、いろいろな報道があるところなんで、正式には決まってなくて、今、知事会

とか市町村会、そういうところでの議論になっているのではないのかなというふうに思います。 

 ですから本来は、国がアドバルーンを上げるなら全て無償にして、本当に子育てをしっかり

応援をする、将来の日本の子どもたちをきちっと育てていく、そういう大きな姿勢に立たなけ

ればならないというふうに思いますが、残念ながらそういう立場に立っていないのではないの

かなということを強く思うところでございます。 

 本来ならば、幼児の無償化をすることによって財源が生まれるならば、生まれるならばです

ので、先ほど教育長がおっしゃったように、財源が出るかもわからない、逆にまた負担をしな

ければいけないということになるかもわからない、そこは不明確なんですけれど、もし財源が

一定金額生まれた場合には、全く別のところにその財源を使うのでなくて、やはり子育て支援

や保育所の環境整備、そういう分野で使うよう、この件については強く求めたいというふうに



思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 本当に私も予算、先ほど申しましたように、待機児童を出さないための施策、それから期限

付きやいろんな職員の待遇改善、それから幼稚園等の施設改善等に回していきたいなと現段階

で思っております。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひそういう方向でお願いをしたいというふうに思いますと

ともに、やはり情報を早く欲しいですということを、県なり、国なりに、もっともっと声を上

げていただいて、地方としては非常に困っているということを伝えていただくよう最後に要望

して、次の質問に入りたいと思います。 

 ２点目は国保料についてです。 

 平成３０年度から国民健康保険財政運営の県一元化が始まりました。東員町は保険者努力支

援制度、国の支援制度と保険者取り組み支援制度、県の制度の特別交付金を活用して、保険料

は前年度より引き下げとなりました。県内２９市町のうち引き上げたのが７市町、引き下げた

のが３市町、据え置き１９市町となっています。１万１，２００円の引き下げとなった東員町

の国保料ですが、県下では１２番目と、まだまだ高い国保料となっています。 

 来年度に向けて、三重県国民健康保険運営方針に沿って、県全体で進める取り組みで、８月

と１１月に三重県市町村国保広域化連携会議が開かれていると思いますので、その状況を伺い

たいと思います。 

 次に、国保料の算定方式です。東員町の国保料は、所得割、資産割、均等割、平等割によっ

て算定されています。他の健康保険よりも高くなる要因は、国保会計にしかない均等割、平等

割という算定方式です。均等割は１人当たり４万７，５００円、平等割は２万８，１００円と

なっています。赤ちゃんが生まれたその日から国保料の均等割がプラスされ、国保料も上がる

仕組みとなっています。まるで人頭税。子育て支援に逆行していませんか。 

 高い国保料、税について、全国知事会の２０１４年７月の提言には、国保料・税の負担は限

界に近づいていると指摘、国保に比べて保険料が低い組合保険や協会健保など、被用者保険と

の格差がきわめて高いとし、保険料負担の格差を、できる限り縮小するような抜本的な財政基

盤の強化が必要であると述べています。 

 また、日本共産党は国に対して、均等割の廃止を含めた国保の改善を求めています。同時に

町として国保の基金の活用で、せめて子どもの均等割については減額するなどして、国保料の

引き下げはできませんか。子育て支援に繋がると考えますが、いかがでしょうか。 

 生活部長の答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   国保料についてのご質問にお答えをいたします。 



 国民健康保険では、制度改革により、平成３０年度から県が保険者として財政運営の責任主

体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、その中心的な役割を担うことで、制度

の安定化が図られているところでございます。 

 各市町の保険料は、県が医療給付費の見込みを立てた上で、国民健康保険事業費納付金を決

定し、それにより市町が保険料を賦課徴収し、納付金を納付する仕組みとなっております。 

 本年度におきましては、制度改正による激変緩和措置等により、本町の保険料については引

き下げを行っております。なお、県内では、保険料を制度改正による負担減等により引き下げ

たのは、本町を含め３市町で、赤字補填を目的とした繰入れの解消などにより引き上げを行っ

た市町は７市町、据え置いたのは１９市町と、先ほど申されたとおりの状況となっております。 

 来年度に向けての納付金算定につきましては、国から県に示される平成３１年度の納付金に

かかる指針が１２月末となっておりまして、県において納付金の確定が行われるのは、年明け

以降になる予定でございます。それを踏まえ、本町において具体的な保険料の算出、予算編成

の調整を進めていく流れとなっております。 

 次に均等割の改善についてでございますが、所得等に応じて賦課される社会保険とは違いま

して、国民健康保険におきましては、経済的負担能力に応じて賦課される応能分として、所得

割及び資産割が５割で、残りの５割分については応益分として平等に被保険者、またはその世

帯が負担する均等割及び世帯平等割により保険料の決定を行っているところでございます。 

 保険料を決定する際には、応能分と応益分のバランスを取ることが、被保険者全体で制度を

支えるという国民健康保険制度の趣旨からの負担の公平を図ることが肝要であり、均等割のみ

の改善を行うことは難しいところでございます。 

 なお、低所得者の方に対しましては、応益分の均等割・平等割について、軽減措置を実施い

たしております。 

 今後も国民健康保険財政の健全化に努めてまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお

願いを申し上げます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   生活部長から答弁をいただきました。 

 国保料の算定方式は、東員町は４方式という形で進めているわけですけれど、自治体の判断

で、資産割とか平等割を導入しないことも可能であるということも聞いておりまして、いなべ

市は資産割は廃止をされております。 

 国保料の負担を重くしているのは、やはり最大の要因は、世帯の人数に応じてかかる均等割、

これが大きな負担を示しているのではないかというふうに思います。先ほど部長の答弁にもあ

ったように、低所得者世帯には一定の減額があるということはわかっております。そのように

していただいています。しかし子どもが多い家庭、国保料が高くなる。この均等割というのは、

人頭税という批判も上がっているのは事実だと思いますが、もう一度、均等割に対してのお考

えを聞きたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 



○生活部長（小倉 奉昭君）   お答えを申し上げます。 

 均等割でございますけども、均等割というのは社会保険とは違いまして、国保制度には、扶

養とかそういう考えがございませんので、負担の公平性を保つためにも必要な措置でございま

して、例えば所得割、それから資産割だけの賦課になってしまいますと、一定の保険料の水準

と言うか、そういった確保が難しいことになるということもございまして、そういった均等割

については、先ほども申し上げましたように減額措置をさせていただいて、均等割と平等割に

つきましては激変緩和措置の１，７００億円ですか、それの分の東員町分としての約５，００

０万円ですけども、そういったものを投入させていただいて、減額をさせていただいたという

ことでございます。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   東員町にも激変緩和という意味で５，０００万円の金額が入

ってきていて、この５，０００万円を使いながら、先ほど申しましたように、昨年度より１万

１，２００円の１人当たりの保険料を安くいたしましたということだというふうには思います

が、何遍も言うように、この均等割というのは、子どもが多ければ多いだけ、均等割は１人当

たり４万７，５００円かかります。赤ちゃんの場合は介護の部分がかかりませんので、若干３

万円ぐらいになるのではないかなというふうに思いますが、それでも結構な４人家族でしたら、

本当に単純計算しても、均等割だけでも２０万円ちょっと、子どもが赤ちゃんだったら、先ほ

ど申しましたように介護保険料を引くわけですので、もう少し安くなるというふうに思います

が、本当に大変な金額になるというふうに思います。 

 均等割と所得割は必ず徴収しなければならないという義務付けが行われているというふうに

思いますが、そうでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   お答えをさせていただきます。 

 所得割と均等割は必ずということなのかというお尋ねですね。所得割と均等割、それぞれ応

能割、それから応益割、応能分と応益分、そういった部分で、東員町は４方式で取らせていた

だいておりまして、先ほども申し上げましたとおり約５割、５０％ずつの割合となっておりま

す。それを例えば均等割をなくして３方式にするとかになってしまいますと、これは条例で決

まっておりますので、そういったことにも影響してまいりますし、現在のところ、それをなく

す等の考えはございません。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   均等割をなくしてくださいということじゃなくて、均等割と

所得割というのは、法令で必ず徴収するよう義務付けられていますかということを尋ねている

のです。その答弁がなかったように思いますので、後でお願いいたします。 

 というのは、やはり均等割と所得割、これが大きなネックになっていて、高い国保料になっ

ているというふうには思いますが、仙台市などでは、子どもの均等割の独自減免制度に足を踏



み出しております。１８歳未満の子どもについては、子育て支援の観点から軽減はできません

かということもお尋ねをしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   大変申しわけございませんでした。 

 義務は、ということでございましたね。国民健康保険法には、政令で定める基準に従って条

例等を定めなさいということになっておりまして、その中で国民健康保険法の施行令につきま

して、保険料が謳ってございます。その保険料は、賦課方式になるわけですけども、例えば東

員町ですと、基礎賦課額というのは４方式、先ほども言いましたように、所得割の総額、資産

割総額、被保険者の均等割、それから平等割ということになってございますけども、それにつ

いては東員町の国民健康保険条例によりまして、東員町は４方式を採用するということになっ

ておりますので、取り入れてございます条例に基づいて、所得割・均等割を賦課させていただ

いておりますので、それは条例によって義務化されているということになります。 

 それから子育ての観点からのことにつきましては、おっしゃることの均等割を、例えば赤ち

ゃんが生まれた場合でも均等割がかかるのかというようなことでございますけども、生まれた

ばかりの赤ちゃんにつきましても、国保に加入されている世帯にお生まれになった子どもさん

でありますので、加入をしていただくということになるんですけども、生まれた赤ちゃんであ

っても、最低限均等割だけはかかる、所得はございませんので、均等割だけはかかるというこ

との義務が発生してまいります。 

 こういったことに対して国の国保中央会というのがございまして、これは全国の関係者でご

ざいますけども、９団体によります会合がございまして、平成３０年度の国保制度改善強化全

国対策というのが、１１月１６日に行われております。その中で、今後、子どもにかかる均等

割の保険料を軽減していくような、そういう支援制度を創設するようなことを国に強く求めて

いくという決意が行われましたので、これから東員町、県も含めてですが、今後の国の方針を

注視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（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   均等割については、減額も含めて支援制度の方向性が出てる

という答弁でした。やはりこのあたりもきちっと見ていただいて、もっともっと東員町からも、

そういう点について声を発信していただきたいというふうに思いますし、そういう情報がわか

りましたら、またきちっと知らせていただきたいというふうに思います。 

 国は国保の広域化が始まった時点において、厚労省は一般会計からの繰入れはできない、そ

のためにこういう国保の広域化というような方向性をとりましたということを述べているんで

すけれど、最近の厚労省は、やはり地域から本当に高い国保料を何とかしてほしい、子育て支

援のために、もっともっと手だてをしてほしいという、そういう国民の大きな声の中で、一般

会計繰入れは自治体の判断でできるという答弁も一方ではいたしております。平成２９年度は

２，０００万円の繰入れがありましたが、平成３０年度は県の広域化が始まるという中で、こ

の繰入れがなくなりましたが、一定額の支援があれば均等割の軽減はできるのではないかとい



うふうに考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   お答えをさせていただきます。 

 各自治体の裁量によって繰入金というのは投入されるか、されないかということになります。

先ほども申し上げましたとおり、社会保険と国民健康保険のそれぞれのかね合いと言うんです

か、国保の方だけに一般財源と言うか、一般会計から繰入れるということになると、社会保険

の方については二重の負担になってくるというようなことも、平等性に欠けてくるというよう

なことも一つ、根底にはあります。 

 ですけどそういったことも重々承知しながら、今まで２，０００万円とか、過去には繰入れ

をしてきたわけですけども、そういったことも法定外であるということも理解をいただきまし

て、近年では一般会計からの繰入れを行っていない。それと基金等のいろいろな活用もござい

まして、前年度並みの保険料にも、平成２９年度までは、そういった運用をさせていただいて

おりましたので、その必要性もなくなってきたということでのご理解を賜りたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   他の社会保険との平等性や公平性の観点から、国保だけ、そ

ういう一般会計から法定外の繰入れはできませんというような答弁だったというふうに思いま

すが、確かに国保については、いずれは皆さんが入られるわけですので、今は社会保険を使っ

ていらっしゃるんですが、いずれは国保の方に入られるわけですので、そう考えれば今、恩恵

を受けなくても、いずれは一定の恩恵を受けることができるのではないかなというふうに、私

は思う部分もあります。 

 ですから一定額の支援があれば均等割の軽減はできるのではないかというふうに私は考えま

すが、若干そこには相違があるというふうには思います。先ほど、その前の答弁の中で、国も

支援制度、そういう方向で、均等割については考えていくという部分がありますので、そのあ

たりに少し期待をして、次の質問をさせてください。 

 保険料を決める根本には、やはり医療費が大きくかかわっていると思います。ここ３～４年

の医療費の伸びはどのようか、そして今後の伸びの予測をお願いをしたいというふうに思いま

す。 

 そして医療費に関しては特定健診、この受診率は、三重県下では東員町はトップだというふ

うに思って、約５０％ぐらいかなというふうに思っています。そこで４０代、５０代、６０代、

７０代の受診率をお示ししていただきたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   お答えをさせていただきます。 

 受診率の関係でございますけども、東員町につきましては平成２７年度が４７．４％、平成

２８年度が４７．８％、平成２９年度が４７．２％となっております。県の平均を見ますと、

受診率で平成２９年度が４２．４％でございまして、東員町が４．８ポイント上回っている状

況となっております。 



 それと医療費の伸びについてでございますけども、平成３０年度の医療費の算定につきまし

ては、１年間の医療費の伸びを、３．３１％と算出しているところでございます。これは県全

体の伸びということですね。三重県で納付金に当たる保険料を算定いただくということになり

ますので、県の全体の伸びを見ながら、勘案しながら、東員町の保険料が決定されるというこ

とになります。ということでございますので、ご理解賜りますようよろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁漏れで、特定健診の４０代、５０代、６０代、７０代の

皆さんの受診率はどのようですかということをお聞きしたんですけれど、それについてはどう

でしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   申しわけございません。４０代から申します。４０代です

と、特定健診率ですが２１．７％です。５０歳代でございますけども、２３．２％、６０歳代

で４９．２％です。７０歳代、この方につきましては７４歳まででございますけども、５５．

４％となっております。東員町はあくまでも５０％を掲げておりまして、今現在、４７％何が

しというところでございますので、よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   受診率を見てみますと、４０代・５０代の皆さんが２０％台

ということだというふうに思います。特にこの４０代・５０代の皆さんの受診率をアップさせ

るということが、とても大切なようにも思いますし、健康年齢というのを明記をして、健康づ

くりや医療に携わっているという地域もありました。今、東員町は健康寿命の高いまち東員町

ということで、大きくＰＲをしていただいております。それと併せて健康年齢についても、調

査・研究をしていく意思というのはありませんでしょうか。お願いをしたいというふうに思い

ます。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   健康年齢というのは、ちょっと福祉部の方でございまして、

それに関連したことで答弁させていただきますと、当然、東員町は以前、健康寿命が一番高い

町であるということでございますが、それによりまして三重県の三重大学と、いろいろ研究を

重ねているところでございますけども、現在取り組んでおりますのは、そういったことも含め

まして、三重県でもやっております「三重のとこわか健康マイレージ事業」ですか、そういっ

たものと連携をさせていただいて、この１２月１日から、東員町でもポイント制をつけさせて

いただく「東員町健康づくりポイント事業」というのを始めました。 

 それは自分の申告した、申し出た健康に関する取り組み、どんなことでもいい、例えば１日

５キロ歩くとか、そういった目標を掲げていただいたことを実行された場合には、ポイントを

何ポイントかつけていただくと。５０ポイントたまると、そのポイントをもって県のマイレー

ジの事業のポイントカードと引き換えていただくと。そうすると県が取り扱っております、そ



ういったポイントの事業所のいろんな物との交換をされたりできるというようなことで、目標

を持って健康に取り組んでいただくという自主的な運動、そういったものができるということ

で、そういったことも健康寿命に繋がっていくのではないかなということで、そういうことを

取り組み始めました。 

 ということで、今後ますます東員町の皆さんの寿命が、そういったことで高くなってくれば

いいかなと思います。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   病気にかからなければ、医療費というのは極端には下がらな

いにしても、必要がなくなるわけですので、国保料については、年金保険課だけの問題でなく

て、やっぱり福祉課であったりとか、そういうところに結局リンクしていくというふうに思う

んですよね。国保はこれだけ、健康課は健康課でこれだけ、そういうことじゃなくて、やはり

東員町の中で、きちっと横の連携をとっていただいて、本当に東員町で医療費を１０削減する

ためには、どの課がどういう援助をし合って進んでいかなきゃいけないのか、話し合いを進め

ていかなきゃいけないかということが、とても大事だというふうに思います。 

 先ほど町長がななほまれでオンリーワンのまちづくりを進めたいということをおっしゃいま

した。このななほまれは高付加価値大豆ということで、今、力を入れて取り組んでいるところ

なんですが、１１月２８日、総務建設常任委員会で視察研修をしてきまして、そういうお話の

中で、生活習慣病の予防に繋がるというお話を聞いてきました。健康増進に貢献できれば大変

すばらしいことでありますし、先ほど申しましたように、最終的には医療費をどれだけ削減さ

せていくのか、そういう目標を持つということも、とても大切ではないかというふうに思いま

す。 

 保険年金課での事業の中で、この高付加価値大豆を使った調査・研究をする取り組みと言い

ましょうか、考え方というのについて、お願いをしたいというふうに思いますが、いかがでし

ょうか。 

○議長（島田 正彦君）   小倉生活部長。 

○生活部長（小倉 奉昭君）   お答えをさせていただきます。 

 健康づくりの関係で、保険年金課といたしましては、先ほどの特定健診等の受診率を上げて、

事前に健康チェックをしていただいて、その部分について、重症化しないように取り組んでい

きたいということもございますけども、東員町の取り組んでおる大豆の関係ですね、そういっ

たことにつきましての横の繋がり、横断的な業務形態をとりまして、東員町の健康に繋げてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ数値目標を示していただいて、その目標数値に向かって

全課で取り組んでいただく、そういうことがとても大切だというふうに思います。健康寿命が

高いまち、そして実際の年齢よりも健康年齢が若ければすごくいいことですし、みんなが健康

年齢を見ることによって、頑張っていこう、あるいはこの食品を食べれば、こんなふうにすば



らしいことがあるよという、そういう会話が、町々の隅々まで広がれば、先ほど町長がおっし

ゃったオンリーワンのまちづくりに繋がっていくのではないかというふうに思います。 

 今、緒についたところですので、これが本当にどういう方向にきちっと進んでいくのか、い

ろいろあって進んでいくのかわかりませんけれども、ななほまれについては、一定の町民の中

には、どんな大豆なんだろう、どういうふうだろうということの思いがたくさんあることは事

実でございますので、そのあたりもきちっと町民に情報開示をしていただく、そして東員町に

とって、せめて国保料がもっともっと引き下げられる、そして医療費の削減に繋がるような取

り組みを、東員町全体、行政全体で考えていただく、そういう取り組みをお願いをいたしまし

て、最後の質問に入りたいというふうに思います。 

○議長（島田 正彦君）   大崎議員、ただいまの発言は通告外と、ちょっと思われますの

で、できるだけ注意をしていただきたいと思います。 

○１４番（大崎 潤子君）   医療費に関係してお話をさせていただきましたけれど、もし

ずれておりましたら失礼をいたしました。 

 ３点目は就学援助金についてです。 

 就学援助金については、就学援助の新入学学用品準備費、入学準備金の支給は、これまで入

学してから支給され、入学準備に間に合わない、そういう問題になっていました。必要な時に

間に合うよう支給すべきと取り上げてきました。 

 中学校入学予定者は、今年３月から支給が始まりました。全国では小学校入学予定者にも、

入学前に支給するところが増えてきております。いなべ市においても９月議会で条例改正があ

り、３月支給できるようになりました。若い世代、子育て応援のためにも入学前の支給になる

よう求めます。いかがでしょうか、教育長の答弁を求めます。 

○議長（島田 正彦君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   大崎議員のご質問にお答えをいたします。 

 就学援助につきましては、経済的理由によって就学困難と認められる児童、または生徒の保

護者に対し、就学に必要な経費の援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資すること

を目的としております。 

 就学援助の対象となるのは、生活保護法に規定する要保護者、町教育委員会が要保護者に準

ずる程度に困窮していると認めている者、準要保護者でございます。 

 議員ご質問の新小学１年生に対する新入学学用品費の前倒し支給については、町外の保育園

や幼稚園に通園している児童や、家庭内で保育を行っている世帯など、就学前であることから

正確な対象世帯の把握や制度の周知が難しいため、方法について検討してまいりましたが、就

学時健診や入学説明会の案内等と合わせて行うことで、対象者の把握や制度の周知を行うこと

が可能と考えております。つきましては再来年度に新小学１年生となる生徒から、新入学学用

品費の前倒し支給ができるように検討してまいりますので、ご理解いただきますようお願いを

申し上げます。 

 以上でございます。 



○議長（島田 正彦君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   教育長から答弁をいただきまして、平成は変わると思います

けれど、平成３２年の３月支給できるように、前向きに取り組んでいきたいという答弁をいた

だきました。ありがとうございます。 

 保育園や幼稚園での事務の仕事量が増えるかとは思いますが、子どもたちのために最大限の

努力を求めて、私の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

 


