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○議長（島田 正彦君）   ただいまの出席議員は１４名であります。 

 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 １番、大﨑昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   １番、日本共産党の大崎昭一です。 

 今議会では次の３点を質問いたします。１、国民健康保険料について。２、幼稚園、

保育園、小中学校の学校給食について。３、学校給食の安全供給についてであります。 

 初めに、１、国民健康保険料について。①低所得者にとって、高過ぎる国保料を１

万円軽減するために、町独自施策を。②子ども均等割保険料の軽減を町独自施策で高

校卒業時まで拡充するについて質問いたします。 

 非正規雇用やパート労働で雇用の調整弁としての扱いを受け、雇い止め、シフト減

にあい収入が減り、職を失われた方や年金収入のみの高齢者の方々から、苦しい生活

の実情、悲痛な声が届いております。 

 国保制度は応益保険料の軽減措置、７割、５割、２割軽減が講じられていますけれ

ども、それでも家計への圧迫は尋常ではありません。その方々の暮らしに寄り添い、

行政が支援の手を差し伸べる、その手だてを作り上げていただきたい。真摯に私の質

問を受け止めていただきまして、生活困窮打開の施策を講じることを求めます。 

 厚生労働省の国民健康保険実態調査報告２０１６年版によりますと、加入者のうち

６４歳から７４歳の高齢者が４０．５％を占め、加入世帯の世帯主の職業は無職が４

割、被用者が３割弱、被用者の多くは非正規雇用、パート労働ということであります。

所得は年１００万円未満が加入世帯の半数を占めているともあります。 

 こうした中で、全国知事会は高過ぎる国保料引き下げのために、公費負担を１兆円

追加するようにと国へ要望書を提出いたしております。国に重い腰を持ち上げさせる

ためにも、地方自治体独自での保険料軽減への取組は極めて重要と考えます。地方自

治体の独自判断で、国保料の軽減措置を拡充している自治体もあります。本町におい

ても、国保料引き下げを切実に求める住民の願いを受け止めて、困っている低所得者、

高齢者に生活支援施策を早急にぜひやっていただきたいと考えるのであります。 

 そこでお尋ねいたします。１、低所得者にとって高過ぎる国保料を１万円軽減する

ために、町独自施策を行うことを求めますが、検討いただけませんか。本町の国保加

入世帯数は３，３０９世帯、全世帯の３３％であります。そのうち一人世帯は１，７

８１世帯、加入世帯比は５４％、二人世帯は１，２４３世帯、加入世帯比３８％であ

ります。加入者は５，２３４人、年齢別では、６４歳から７４歳の高齢者が３，７５

３人で、７２％、５０歳代３７８人で７％、４０歳代３７４人で７％となっています。
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保険料は一人当たり年間約１０万円であります。本町の国保会計決算状況を見てみま

すと、基金積立への充当額は令和元年度５，０００万円、令和２年度３，０００万円

となっています。このことは国保加入者の健康維持への日常不断の自助努力と医療費

抑制への行政の努力とが相まっての賜物であると考えるものであります。 

 そして、東員町の国保積立基金は令和２年度現在、２億３，７９７万円になってい

ます。私はこれを運用して低所得者の国保料を減免することにより、国保加入世帯の

生計の手助けを行う必要があると考えるのであります。今、被保険者は５，２３４人

であります。保険料を１万円減額すると、その原資は５，２３４万円になります。私

は財源のやりくりはできると考えます。一人１万円軽減を実現するよう、来年度予算

編成に当たって、創意工夫での検討を求めますが、いかがか答弁を求めます。 

 次に２番目、子ども均等割保険料の軽減を町独自施策で高校卒業まで拡充すること

についてであります。 

 均等割保険料というのは、所得ゼロの世帯にも、生まれたばかりの赤ちゃんからす

ぐに保険料が徴収されるもので、家族一人一人全員に保険料を徴収する制度で、子ど

もが多い家族ほど家計を圧迫するという仕組みであります。この制度は非近代的な人

頭税とも言われ、各界からも廃止要望が国に上げられており、政府はこうした批判を

受け止めて、来年４月から均等割保険料の軽減を実施することになりました。これは

大変一歩前進であると受け止めています。 

 高過ぎる国保料を引き下げることについて、日本共産党は国会でも地方政治にも繰

り返して取り上げてきました。本町でも本議会で日本共産党の先輩議員が国保料の軽

減を求めてまいりました。国民の切実な願い、請願署名や全国知事会の１兆円規模の

公費投入要請、そして全国市長会、全国町村会の加入者負担軽減の要請に政府が応え

たというわけであります。そして、さらに参議院の厚生労働委員会は、２０１４年に

子どもに係る均等割保険料の軽減については、地方創世の観点や地方からの提案も踏

まえ、引き続き議論するの附帯決議を行ったのであります。これも極めて重要な前進

だと思います。国のこうしたセーフティネット拡充への政策変更は、国民の要求と地

方自治行政に責任を持つ全ての皆さんの協働の成果である国民健康保険料の負担軽減

に政府が重い腰を上げたことは大きな一歩前進と言えます。しかし、その内容、軽減

の対象はゼロ歳から未就学児までに限る、保険料の５０％という極めて限定的である

と言わざるを得ません。 

 そこで次のことを質問いたします。１、本町の均等割保険料はゼロ歳から１８歳ま

での子どもに一人３万８，８００円を徴収していますが、間違いありませんでしょう
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か。２、本町の未就学児対象者は何人ですか。３、高校卒業までの全ての対象者は何

人ですか。４、均等割保険料を全額減免するといくらになりますか、お示しください。

５、参議院厚生労働委員会の子どもに係る均等割保険料の軽減については、地方から

の提案も踏まえ、引き続き議論するとの附帯決議をどのように受け止めていますか。

６、町独自財源で高校卒業までの子ども全員に均等割分を全額減免することを来年度

予算で実現することを求めますが、そのお考えはいかがでしょうか。 

 以上、ご答弁を求めるものであります。 

○議長（島田 正彦君）   答弁前に申し上げます。傍聴人に申し上げます。東員

町議会規則第８条の規定により、許可なく撮影、録音を禁じております。遵守してく

ださい。 

 秦 久司保険年金課長。 

○保険年金課長（秦  久司君）   大崎議員の国民健康保険料についてお答えい

たします。 

 基金を活用して１人１万円の保険料を軽減し、来年度の予算編成をということでご

ざいますが、基金につきましては、多くの被保険者が災害等により納付困難になるな

ど、いざというときの収納不足に対する備えとして積み立てております。現在約２億

３，０００万円であり、おおよそ必要額を３億円と見込んでおり、あともう少し積み

立てる必要がございます。 

 予算編成については、県が医療給付費の見込みを立てた上で、市町の国民健康保険

事業費納付金の決定に伴い、必要な保険料を算出しております。保険料が急激に上昇

することになれば、基金の活用も考えなければなりませんが、基本的には、基金を取

り崩さずに予算を組んでまいりたいと考えております。 

 保険料の抑制には、医療費の動向と大きく関係することから、町といたしましては、

特定健診を実施し、生活習慣病等の早期発見・早期治療やジェネリック医薬品の推奨

等による医療費の抑制・適正化に努め、保険料の上昇を抑制するよう努めてまいりま

すのでよろしくお願いいたします。 

 次に、子どもの均等割軽減の拡充でございますが、ご質問の本町の未就学児は、９

月末時点で６８人、１８歳未満では未就学児を含め２５３人が東員町の国民健康保険

に加入しております。この１８歳未満の全員の均等割を全額減免するとなると、令和

３年度の保険料率で算出すると９８１万６，４００円となります。本町で行っている

減免は、国の示す基準に基づき、条例に定めた災害や旧被扶養者などの制度減免であ

り、町独自の減免は行っておりません。なお、これらの制度減免には、県からの調整
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交付金により、財源の補塡が行われています。 

 町独自の減免では、国や県からの財源補塡が行われません。その状況で１８歳未満

の子どものみ減免を行うことは、他の被保険者に保険料として一定の負担を求めるこ

とになります。それでは被保険者の保険料の負担の公平性からも適当ではないと考え

ておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   ただいま課長から答弁をいただきました中で、ちょっ

と答弁漏れがあると私は受け止めました。間違っておればご指摘をいただきたいわけ

でありますけれども、私が質問した中で、参議院の厚生労働委員会で子どもに係る均

等割保険料の軽減については、地方からの提案も踏まえ、引き続き議論するという附

帯決議を上げている、このことについてどのように受け止めていますかという質問を

いたしておりますけども、いかがでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   秦 久司保険年金課長。 

○保険年金課長（秦  久司君）   制度の減免については、東員町としても制度

的な減免の拡充、そういったものについてはこれからも要望の方をしてまいりたいと

考えております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   それでは答弁をいただきました。再質問をさせていた

だきます。 

 基金の積立金が今、２億３，０００万、それをおおよそ３億円と見込んであともう

少し積み立てたいという答弁でございましたが、この基金の積立金の目的、それから

非常時ということでありますけども、この非常時の定義、そして積立金の基準という

のはどんなふうにお考えでしょうか。お示しをいただきたいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   秦 久司保険年金課長。 

○保険年金課長（秦  久司君）   東員町の基金については、災害等により多く

の方が納付困難になったときの保険料収納不足に備えるもの、医療費の高騰による保

険料の急激な上昇の抑制など、国保財政の安定化のためのと考えております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   基金の積み立ての理由を説明いただきました。いざと

いうときのため、そして非常時への備え、これの必要性は分かります。大切だと思い

ます。 

 では、その非常時の備えという問題でありますけども、天変地異、いろいろありま
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すよね。そういうことに加えて、保険料納付に困っていらっしゃる方々にとっては、

いわゆる異常時、平常時という言葉を使い分ければ、平常時であったとしても何らか

の理由で保険料の納入が大変困難と、困窮しているという町民の皆さんにとっては、

今が非常時そのものと、毎日の暮らしがいざというとき、非常時が日常的に続いてい

ると、私は町民の方からのご意見を伺って、受け止めているわけです。ぜひ、この基

金積立金の非常時の積み立ての大切さと併せて、その考え方に基づいて、非常時対応

としての対応を財政的にやりくりしてくださいというのが、この１２月議会で私は求

める中身でもあるわけなんです。まさにこういうことがだれ一人取り残さないＳＤＧ

ｓに照らし合わせての施策を進めるのが執行部の大切な仕事、役割ですね。できない

ではなくて、どうしたら保険料を軽減できるか、こういうことを検討していただきた

いと考えての質問であります。その点はどんな風にお考えか、ぜひご答弁をお願いい

たします。 

○議長（島田 正彦君）   秦 久司保険年金課長。 

○保険年金課長（秦  久司君）   東員町の国保の現年度保険料の収納率は約９

８％です。これは東員町の住民の方の納付意識の高さにより県下１位となっておりま

す。その一方で、議員おっしゃるとおり、保険料納付に困窮している方もお見えです。

そういった方々には、個々に納付相談、分納や納付計画を立てるなどの対応をさせて

いただいております。また、低所得者には減免制度もあります。この他、保険料の軽

減には特定検診等の実施など、保険事業に重点を置き、医療費の抑制を図ることによ

って、保険料の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   保険料の納付率が９８％という東員町の実績、これは

三重県下でも大変上位に位置するところだと、私も調査をしてつかんでおります。し

かし、だからといって東員町民の国保加入者の皆さんが裕福だという捉え方もできな

いと思いますよね。非常に苦しいけれどもきちんと納付をしていこうという問題意識

の捉え方が、これは行政からのいろんな情報の提供や、あるいは町民の皆さんの意識

の持ち方の高さの現れだというふうに思います。しかしそういう中でも、本当にわず

かであったとしても困っていらっしゃる方がいると、この事実もしっかり私たち政治

に携わる者の見方として持つ必要があると私は思うわけですね。 

 私は今回、１万円軽減ということを大胆に申し上げました。財源もあるだろうと私

なりに考えました。しかし、全体の国保財政の中での位置付けとして、１万円が無理

というのであるならば、じゃあいくらならできるのかと、あるいはどういう方法なら
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できるのかという検討もしていただきたいと考えるわけです。そういうことが町民全

体のだれ一人取り残さない行政東員町、町民への希望のメッセージになるというふう

に私は考えておりますので、その点ではいかがかご答弁をお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   秦 久司保険年金課長。 

○保険年金課長（秦  久司君）   保険料負担の軽減については、先ほども申し

ましたように、保険事業の方を中心に取り組み、医療費総額を削減することによって、

ひいては保険料の負担軽減に繋がる、このような方法で取り組んでまいりたいと思っ

ております。かつ、その年々の国保の財政状況に応じて前年度繰越金や基金等の活用

も併せて考えていきたいと考えております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   ご答弁をいただきました。医療費の抑制、保険料負担

の抑制の努力をしていただいていると私も評価をしておるところでございます。価格

の安いジェネリック医薬品を使っていくとか、そういうことですね。 

 私の前回でしたか、一般質問でも課長がそういうご答弁をしていただいて、引き続

き今年度も努力をしていただいていると受け止めました。それで今の課長の答弁の中

にも、その努力の一つとして、繰越金を活用して何とか抑える努力をしようというふ

うに受け止めたんですが、この辺の前年度の繰越金を活用して具体的に保険料を抑制

するということをしていただきました。今年度はその辺の見通しは今の時点ではいか

がでしょうか。いくらぐらいできるとか、あるいは今まだ計算中とか、その辺りのご

答弁をお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   秦 久司保険年金課長。 

○保険年金課長（秦  久司君）   来年の予算編成につきましては、今現在、来

年度に向けての保険料を算出するための県からの通知、国民健康保険事業費納付金、

この納付金の算定につきまして、現在県において作業が進められているところであり

ます。 

 国から県に示される令和４年度の納付金に係る指針が１２月末というふうに聞いて

おります。県において市町の納付金の確定が行われるのは、年明けになる予定でござ

います。それを踏まえて、本町において具体的な保険料の算出に取りかかり、予算編

成の調整を進めていく流れとなっております。 

 今現在では、保険料がいくらぐらいになるのかというところが全く分からない状態

ですので、いくらというようなことはちょっとお答えすることができませんので、ご

理解いただきたいと思います。 
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○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   今、ご検討中ということでありますが、ぜひその辺り

の数値をつかんでいただきまして、いわゆる困窮者救済のためのいろんな法的手だて、

ご説明いただきましたこと、私のも理解をしております。その上に立って、保険料そ

のものをぜひとも引き下げる方向を作り上げていただきたいということを申し上げて、

この繰越金活用についてよろしくお願いしたいと考えます。 

 それから、国保は助け合いの制度とか、それから平等性、公平性とかが強調される

わけですが、その一念は確かにあります。しかし国保はそれが全てではないと、この

助け合い、平等性、公平性だけで納入困窮者を追い詰めるというようなことがないよ

うにしていくということも大切だということも考えるわけであります。国保は民間の

生命保険とは根本的に違うわけでありますよね。日本国憲法に基づいての公的な社会

福祉、社会保障だということをしっかりと位置付け合って、お互いに保険の加入者も、

そして保険に携わる皆さんも、その辺りをきっちりとつかんだ上で問題解決に当たっ

ていく必要があるだろうと思います。国民健康保険法の目的はこう述べております。

国民健康保険制度は国民全てを被保険者として、その疾病、負傷、出産または死亡に

関して必要な給付を行い、社会保障及び国民保険の向上に寄与すると目的は明確に社

会保障であることを謳っているわけであります。ぜひこの立場でお互いの努力をする

必要があると思います。 

 また、先ほども国の取組を申し上げましたが、２０１４年２月１２日では、国民健

康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議、国保基盤強化協議会、ここで国保の

根本的な問題があるんだぞということをきちんと位置付けられていると私は捉えてい

るわけです。これはＡ４、５ページにわたってその問題点が深められて、この問題を

国のレベルとしても解決していこうというふうな文章なんですけども、その最後に、

その際国保の在り方については、地方団体の意見、要するに行政、地方自治体ですね。

の意見を十分に伺いながら検討を進める必要があることから、今後も厚生労働省と地

方との間で国保基盤強化協議会等において真摯に議論を行うこととすると、こういう

ふうにまとめられているわけです。国も今地方からの声を聞いて、県知事会の要請、

１兆円、市長会、町村会もそういう声を上げているというあたりを、今、国もきちん

と受け止めているよということだと私は考えていますので、窓口業務に当たっていた

だく担当行政の皆さんも、国保は助け合いの制度だから、あなただけ優遇するわけに

はいかないよという態度、立場ではなくて、本当に問題を抱えていらっしゃる町民の

方に寄り添って、問題をよりよい方向へ向けていくというようなことが必要だと思い
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ますが、今、国のこういった論議の取りまとめなどを含めて、もう一度ご認識を伺い

たいと思います。 

○議長（島田 正彦君）   秦 久司保険年金課長。 

○保険年金課長（秦  久司君）   国民皆保険制度の下、国民健康保険がありま

す。保険制度は相互扶助の精神の下で支え合う仕組みであることを十分理解し、被保

険者の健康維持・向上に努めるとともに、医療費の適正化に取り組み、国保財政運営

の健全化、安全性を確保して、被保険者が安心して医療を受けられるよう努めてまい

りたいと考えております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   この問題意識を持ちながら、取組を強めていただきた

いなと思います。 

 それから、均等割の関係で、高卒までの全対象者の均等割保険料、全員対象にする

といくらになりますかという質問で、９８１万何がしとの答弁をいただきました。私

は本庁の国保会計の現状の実績、収支状況から、財政面から見ても、これを取り組め

るのではないかと考えているわけですが、町独自での来年度予算編成に組み込む検討

をしていただきたいというふうなことでありますが、できないではなくて、できる方

向を見付けていただく、できる方向としてはどんなことが今考えられますかというお

思いでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（島田 正彦君）   秦 久司保険年金課長。 

○保険年金課長（秦  久司君）   減免を個々に対応するということ自体は難し

いところがあります。国保で対応できる内容としては、先ほど来言わせていただいて

いる保険事業、こちらの方を力を入れて、総医療費を削減する、しいては医療費総額

を下げることによって保険料の抑制を図っていく、こういうことに尽きるかと思いま

す。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   答弁をいただきましたが、東員町独自ではできないと

いうご判断のような感じで受け止めましたけれども、そこを私は国保の市町村財政の

中でも独自の取組をしているという地方自治体もあるということを聞いております。

ぜひ我が町でもそういう方向に向けての実施、市町村の取組の部分も勉強しながら、

どうしたらできるかという道を見付けていただきたいと思うわけであります。確かに

市町村が抱える、取り組める財政的な牌と言いますか、これは勉強すればするほど小

さいと、今の課長の答弁では全くないというふうなご判断にも聞こえましたけれども、
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私は全くないではなくて、小さな牌でもあると、そこの中からの努力を一つ求めるわ

けであります。 

 国保が抱える恒常的な問題、これは東員町独自では絶対に解決できません。これは

分かります。だからこそ政府に対して、公費投入の判断を声を大きくして求めていく、

このことが大切だと考えるわけであります。政府に公費投入の判断、そして地方に押

し付けさせない、これを決断させる必要があると考えます。先ほども述べましたが、

厚労省、国も地方からの提案も踏まえ、引き続き議論をする、国会でも決議をしてい

るわけでありますので、国のこの姿勢を本町もしっかり受け止めて取り組んでいただ

きたいと思います。ぜひその方向の検討をしていただきたいと思うわけでありますが、

もう検討もしないのか、検討をすることも検討しない、これではあんまりだと考えま

すので、いかがでしょうか。その検討については受け止めていただけるかどうか、ご

答弁をお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   秦 久司保険年金課長。 

○保険年金課長（秦  久司君）   国保料を抑制する、これについてはいろんな

方法を考えていかなければならないと考えております。保険料の上昇の抑制、これに

ついて制度的な軽減の拡充や財政支援については、要望の方はしてまいりたいと考え

ております。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   この辺りのところは、また次の一般質問等の機会で深

めてまいりたいと思いますが、いずれにしましても、この国保運営についての問題点

は東員町の行政だけ、国保担当部門だけ、あるいは私たち議会だけで大きな問題解決

にはいかないというふうに考えるわけであります。しかし、行政担当者の皆さん、そ

れから東員町議会、町民の皆さん、この３者が知恵と工夫を寄せ合って、一つには東

員町の国保会計を安定的に、数字だけが安定的、県税制でなくて、町民の暮らしその

ものが健全であることも含めての健全性をもって取り組む必要があると思いますので、

一緒にそれに取り組んでまいりたいと思います。そのためにも、国へ大きな声を押し

上げていく。東員町民の声、そしてこうして議会で議論をしている声を国の方に届け

ていただきたいと考えます。東員町加入者の国民健康保険料、１万円軽減の施策の実

施と子どもの均等割分の全額減免を町独自施策で高校卒業まで実施することをぜひ今

一度前向きな検討をしていただいて、深めていただいて、そして国の方にも住民から、

国民からこんなに大きな声が出ているので、国の方でもっと何とかしてくれよと、税

金を使うか何とかしてくれよというのを、届けるような努力も求めて、次の質問に移
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らせていただきます。 

 それでは２点目の、幼稚園、保育園、小中学校給食について質問をいたします。 

 ①幼稚園、保育園、小中学校の給食無償化を延長することについてであります。国

から本町へ配分された新型コロナウイルス感染症対応地方創世臨時交付金の配分に当

たって、本年７月から来年１月までの７か月間、学校給食無償化に４，７８７万３，

０００円を配分するこの施策をとられましたことは、子育て真っ最中の保護者さんか

ら、家庭のやりくりに大変助かっていると感謝と喜びの声が届いています。そして同

時に、給食費の無料継続をぜひ続けてほしいとの切実な要望も届いています。 

 こうした子育て世代へ希望あるメッセージを具体的施策としていただきたいと考え

るものであります。 

 そこでお尋ねいたします。以下、学校給食と略して表現させていただきます。 

 １、学校給食の無償化を町独自施策として実施することを求めますが、検討いただ

けませんか、いかがですか。 

 ２、学校給食は、幼・保、小中おのおのの一人当たり月額はいくらですか。 

 ３、学校給食無償化を実施している自治体の全国状況はいかがですか。 

 ４、三重県下での実施自治体はありますか。 

 以上、答弁をお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   大崎議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の学校給食の無償化を町独自施策として実施するについてでございま

すが、昨年から猛威を振るい始めた新型コロナウイルス感染症の影響で、世界の経済

はもとより日本の経済も落込み、町内の各ご家庭にも少なからず影響があると感じて

おります。 

 そこで、本町では、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、子育て世代への負担を軽減するため、令和２年度に引き続き本年度におきまして

も、幼稚園・保育園、小中学校を対象に６か月分の給食費の無償化を行っております。 

 ご質問の町独自施策としての給食費の無償化でございますが、本町におきましては、

経済上の理由により就学が困難な家庭には、就学援助制度で給食費分も補助の対象と

しております。町独自施策として、全体の給食費無償化は財政上からも難しいと考え

ます。 

 続きまして、２点目の幼・保・小・中の一人当たりの月額ですが、幼稚園・保育園

４，０００円、小学校４,１００円、中学校４，５００円を負担いただいております。 
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 次に３点目の全国の無償化を実施している自治体ですが、直近では、平成２９年度

に文部科学省が１，７４０の自治体を対象に実施した学校給食費の無償化等の実施状

況の調査結果では、小学校・中学校とも無償化を実施している自治体は全体の４．

４％に当たる７６自治体でありました。 

 最後に４点目の三重県内での無償化状況でございますが、志摩市が中学３年生を対

象に無償化を実施しており、また、近隣市町では、木曽岬町が、毎月１人当たり９０

０円の一部補助をしています。 

 いずれにいたしましても、経済上の理由により就学が困難な家庭には、就学援助制

度により給食費分も補助の対象としておりますので、ご理解賜りますようお願い申し

上げます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   答弁をいただきました。給食費の無償化に当たっては、

その是非について財源確保の問題も大きくあると承知いたします。しかし、本町の人

口構成、持続的発展への施策充実や子育て世代への家計応援という側面から見ても、

この給食費無償化へスタートを切る、このこともご答弁をいただきました全国自治体

の全体の４．４％の７６自治体が既に実施していると、そしてこの三重県下でも、志

摩市と木曽岬町がそれなりの努力をしていると、こういったところにも一つ目を向け

て、我が町においてもその取組を求めたいと思います。 

 朝日新聞の１１月１０日の朝刊ですが、ここにこんな記事がありました。１日のう

ちで十分な栄養が取れる食事は給食だけの子もあり、給食のない夏休みが明けた２学

期の始まりに痩せて学校にくる子もいる。今、７人に１人の子が貧困状態にあるとし

て、義務教育における学校給食の重要性、大切さの特集をしておりました。この学校

給食の在り方は地方自治体の権限に委ねられているともあります。ぜひ町独自施策と

しての無償化への一歩を踏み出していただきたいと思います。 

 今、教育長からは財政面から見て難しいという答弁をいただきましたが、考え方の

問題として２つの側面から見ていただきたいと思います。今おっしゃったように、私

も思うこととして財源の問題、これはそろばん勘定であります。それとは別に、今、

この学校給食に対しての考え方、財源はさて置いてどう考えていらっしゃるのか。こ

のことをちょっと質問いたします。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   お答えさせていただきます。私どもも学校給食は子
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どもたちの栄養とか成長にとって大変重要なものと認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   考え方については、私も今の教育長の頂いた答弁と同

じだと考えておりますので、あとは財政面でどうしていくのかという課題も、これは

教育委員会だけでなくて、本町全体の一般財源など含めて問題に当たっていくことか

なと考えます。 

 ちょっと時間もないですので、次のところに移らせていただきます。 

 ３つ目の、学校給食の安全供給についてお尋ねいたします。 

 学校給食の食材調達ですけども、食材の調達から学校の教室で子どもたちがいただ

きますと食事をするまでの全行程で、安全衛生管理、トラブル未然防止の立場で、日

夜最新の注意力で関係者の皆さんは働いていただいていると思っております。大変ご

苦労さまと申し上げたいと思います。 

 そこで質問です。１ですけども、食材の仕入れ、調理、運搬、昼食までの一連の行

程はどんな流れですか、給食の事故未然防止への安全衛生管理はどんな努力をしてい

ますか。そして東員町産の食材、いわゆる地産地消の位置付け、取組はいかがですか。 

 ２、子どもの食育に関する教育の観点についてでありますが、人間生活の大切な原

点は、申すまでもなく、衣・食・住であります。学び舎の中で学校給食という職を準

備する、食べる、片付けることへの触れ合いは大切な人間学習の機会であると考えま

す。お米が田植えから稲穂が実り、お米になるまでに８８の手間暇、労働が関わって

いる、米という漢字は８８からできていると私は聞いております。 

 そしてまた、畑の作物、野菜で言えば、今この１２月上旬の季節はタマネギの植え

付けが終わって、タマネギは寒い冬を過ごして、そして暖かな春の恵みを受けて収穫

できると、こういう半年のサイクルがあるわけです。こうした自然の営みへの感謝の

心、地球環境を大切にする慈しみの心を育む、また世界に目を向ければ、貧困と飢餓、

武力紛争や干ばつで食事ができずに飢え死にする子どもたちがいる、こういう国際視

野への学び、平和の大切さも学校給食を通しての学び、教育の一環としての教えと指

導があると考えますが、この点はいかがお考えでしょうか。答弁をいただきたいと思

います。 

○議長（島田 正彦君）   岡野讓治教育長。 

○教育長（岡野 讓治君）   大崎議員のご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の食材の調達及び地産地消の位置付けについてでございますが、給食食
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材の野菜、肉、魚、乾物等につきましては、主に町商工会に加入されている町内の事

業所から購入しております。そのうち野菜につきましては、町内産のキャベツ、大根、

ジャガイモ等約１０種類を仕入れていますが、露地栽培が中心で、野菜全体の５．

７％に留まっております。また、お米につきましては、ＪＡ三重北を通じて地産地消

として、１００％町内産のキヌヒカリを使用しております。 

 続きまして、２点目の安全管理ですが、食の安全の確保としまして、食材の搬入時

に文部科学省が定める学校給食衛生管理基準に従い納入業者名、製造業者名及び所在

地、生産地、品質、鮮度、消費期限または賞味期限など、１６項目の確認を栄養職員

立会いのもと厳重な検収を行っております。 

 さらに、調理前には野菜などは下処理室において、３回の水洗いを行い、土などの

汚れを完全除去しております。調理中の食材管理につきましては、釜の中心温度が７

５度以上確保できているか、また、調理作業を行う調理員につきましては、手袋は作

業ごとに取り替えるなど細心の注意を払っております。 

 出来上がった給食は、配送室から配送業者により、各園・各校へと運ばれ調理時の

衛生管理と同様に、配膳室でも衛生管理に十分気を付け、安心安全な給食の提供に努

めております。 

 最後に３点目の子どもの食育に関する教育の観点についてお答えします。まず、小

中学校での食育は、給食指導のみならず、各校の食に関する全体計画及び年間指導計

画に基づき、教育活動全体で行われております。例えば、生活科や理科、総合的な学

習の時間での栽培・収穫活動、家庭科や特別活動での調理実習、社会科での食料生産

に関する学習、国語や道徳での食文化や食のマナー学習などがございます。 

 このような様々な学習や体験活動を通して、食に関する理解を深め、生活における

食の大切さを学んでおります。 

 さらに、本町では９年前から１６年一貫教育プランの取組の一つとして、全小学校

６年生が年間３回、自分で作る弁当の日の取組を進めております。これは、香川県の

元中学校長竹下和男先生の実践を参考にしております。先生はその著書の中で、今の

子どもにとって料理をはじめとする生活に関する雑多な事が馴染みのないことになっ

ている。弁当の日を通して家事や暮らしの大切さを伝えたい。また、今の子ども達は

「心の空腹感」が深刻化している。胃袋が食べ物で満たされない空腹感ではなく、

「自分の存在価値が感じられない」という心理的な空腹感だ。この心の空腹感がいじ

め、不登校、リストカット等色々な問題行動の要因となっているのではないか。また、

子どもは親や大人と接するとき２つの場面で自身の存在感を感じ取ろうとしている。
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一つは自分を育てることに生き生きしている親の姿を見るとき、もう一つは、自分の

成長を喜ぶ親の姿を見るときだ。全国の小中学生が卒業するとき、家族に喜んでもら

える得意料理がいくつもあるという状態が続けば、子ども達の心が満たされ、日本の

家族や農業も変わると信じていると述べています。 

 本町でも、そのような未来が訪れるよう弁当の日の取組を進めていきたいと考えま

す。 

 今後も、安心安全な給食を提供してまいりますので、ご理解賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   大崎昭一議員。 

○１番（大崎 昭一君）   ご答弁をいただきました。給食の安全管理、そしてま

た子どもたちへの教育全般にわたっての取組など、努力のことがよく分かりました。

食を通じて子どもたちの学び、人間力向上に努力していただいていることもよく分か

りました。引き続き、東員町の将来を担う大切な子どもたちの心身の成長のために、

働きがいをもって給食業務を担当している関係者、教師の皆さんにもう一度経緯を申

し上げて、質問を終わりたいと思います。 

 最後に、この国保の問題、そして給食無償化の問題、これは担当課だけ、教育委員

会だけの問題ではないと思います。今後また町長にも問題提起をさせていただいて、

ご一緒にこの全ての東員町民の暮らし、安全を守っていく、そういう立場で取り組ん

でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 今日はありがとうございました。 

 


