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2020年 12月議会一般質問（12月 11日） 

 

日本共産党の大名美恵子です。一般質問を行います。 

新型コロナウイルスは、本村の通常業務を一部おびやかすところまで私たちのごく

身近に迫ってきています。この点では、議会も執行部も心一つに、感染拡大防止と感染

の影響から村民を守ることに取り組む必要があると認識していることを冒頭述べてお

きたいと思います。 

では通告に従い質問いたします。 

1 点目は、「村立保育所、幼稚園等に関する再編整備基本計画」の見直しについて

です。本件については今議会に関係者からの請願が出ておりますので、請願の審査方

向を見守ることを優先し、質問では気になる点の確認をさせていただくこととします。 

この件の村全庁的議論は、今年３月２４日、子育て支援課が政策会議に見直し案を

付議したことに始まっていますが、この会議では石神幼稚園の取り扱いがまとまらず継

続審議となりました。   

今回庁議決定された見直しがなぜ 2 保育所、1 幼稚園、1 認定こども園なのか、ま

た、なぜ内容を決定してから議会も含めて関係者への報告となったのか、これまでの説

明では理解ができません。 

執行部は、「園児数の激減」、そして「幼稚園児には競争が必要」、だから統廃合だ

といいますが、私は、園児数減少傾向を抑制する責任は村執行部にこそあった、また幼

稚園は人間を育てる場であること、人間は、本来生まれながらにして平等であり、周り

に見守られ、愛されることによって自分の力を信じ、伸びていこうとする存在だと思って

います。そしてこの存在は、障がいを持っていても、支援が必要でも、アレルギーがあっ

ても、こうしたことがなくても、皆同じです。個性の尊重と平等が生きることが重要と考え

ますが、そうした環境を整えることと、「競争のための集団の適正規模」という考え方は、

根本的に相いれるものではないということを述べたいと思います。 

では、通告の５点です。 

１つは部長に、当初計画に記載された在籍児童の減少傾向要因に、「平成 28年度

開始の保育料の応能負担化」もあげていますが、この内容と村の対策について。 

２つめ以降は村長に、まず、けやきの杜保育所整備決定時に「新たなこども園構想」

の見直しをしなかったこと、またそれにより舟石川幼稚園をどうするのかが不明になっ

たにも関わらず、説明をしなかったこと、これらはこの時すでに幼稚園の統廃合が視野

にあったのか。 

次に、村長は説明で「小学校区毎に幼稚園整備を守り切れなかったがやむを得な

い」と述べられたが何に基づきやむを得ないのか。 

次に、「村長説明会」を設定せざるを得なくなったことを「反省している」とも言われ
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ましたが、どう反省されたのか。 

最後に、見直しの進め方を、「村が決定してからの報告」としたのは何故か。 以上お

聞きします。 

 

（福祉部長 答弁） 

１点目につきましては，私から（福祉部長）お答えいたします。 

平成２８年度に応能負担化を求める保育料の見直しを行って以降，村立幼稚園で

は，「応募者超過の際に実施してきた３歳児の申込抽選を撤廃して定員を超えた受け

入れを行う」とともに，「３歳児教育時間の延長」や「幼稚園を巡回指導する外国語指

導講師（ＮＬＴ）の配置」，「各保育室へのエアコンの設置」，「子育て応援ポータルサイ

トを活用した魅力発信」など，教育環境の充実を図ってきたところでございます。 

また，石神幼稚園では平成３０年度以降試行的な取り組みとして，「隣接する小学校

での給食提供」や「就労を理由にした預かり保育時間の拡大」など，共働き世帯も利

用できる新しい試みについて，幼稚園公開や見学会，体験入園等を実施しながら，積

極的に公立幼稚園の良さをアピールしてきたところございます。 

 

（村長）・・・まだテープ起こししていませんので、記憶にある分のみです。 

２点目から私がお答えします。 

   待機児解消で緊急に新保育所建設を決定したが、その時は舟石川保育所の存続

は無くなるかなと思うことはあったが、幼稚園のことについては何も考えられなかった。 

３点目については、 

   「やむを得ない」と思ったのは、財政面や人事面などから。 

４点目については、 

   「反省」したのは、来年度の入園申し込み用紙配布時期の直前になって、統廃合を

公表したこと。 

５点目については、 

   様子見ながらよりは、方向性を定めた方が良いと考えたため。 

 

（福祉部長に再質問） 

先ほどの答弁から部長に、 

１つは、園児「減少傾向」に対応して「教育環境の充実を図ってきた」とのことですが、

それは減少傾向をどう判断してのことか。 

２つは、それら充実は、「減少傾向」に何らかの影響を与えたと判断するのか。 

３つは、石神幼稚園が独自に行ってきた「公立幼稚園の良さをアピールした」とりく

みの選択基準は何か。また他の幼稚園での同時実施にはならなかったのはなぜか。 
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（村長への再質問） 

昨日の一般質問で、この件に関して、何をもって言われたのか「赤字の垂れ流し」や

「誰もが思う無駄使いは避けるべき」との発言があり、大変驚きました。村はまさか、こう

いう議論をしてきた訳ではないと思いますが、この件は、人間を育てる場に関する議論

であることを、昨日発言された方も村も忘れないでほしいと思いました。 

村長にお聞きしますが、住民に謝罪したり、「反省している」など述べるような事態が

生じたときは、問題を振り出しに戻してもいいのではないかと思いますが、その点どうお

考えかお聞きします。 

 

（福祉部長の再答弁） 

お答えします。 

村立幼稚園では，平成１５年以降，園児数の増減を繰り返す中，「３歳児保育」や

「預かり保育」を実施するなどして幼児教育の質の向上を図ってまいりましたが，平成

２７年からは再び減少傾向が続いておりました。その背景には，少子化の進行，共働き

世帯や女性の就業率の増加など社会情勢の変化があると考えられますが，多様化す

る教育・保育ニーズにいかにして対応するか――という視点で，かねてから村立幼稚

園を利用されている保護者の皆さまからも「３歳児入園申込の抽選撤廃」や「教育時

間の延長」などを求める声があったことから，新たな取組みとして実施してきたところで

ございます。 

その後の状況を見るかぎり，これらの取組みが園児数の減少傾向に変化をもたらす

までには至っておりませんが， お子さんの入園先として村立幼稚園を考える上で，少

なからず良い影響を与えているものと認識しております。 

なお，平成３０年度以降の石神幼稚園における取組みにつきましては，他の地域と比

べて人口減少が顕著に表れていた石神地区の現状と，当時の在園児保護者に対して

行った「よりよい幼稚園づくりアンケート」の結果などから見えてきたニーズを踏まえた

もので，いずれも地域の実情や他にはない立地条件に即した取組みでございます。 

 

（村長の再答弁）・・・テープ起こししていないのでごく一部分のみです。 

  執行部内部としては方向性は変わらないので、みなさんの思いに応えられないので

難しい。 

 

（意見） 

 この件の進め方で庁議の前の政策会議は３月２４日のみで、庁議に付した見直しの

方向性はいったいどこで決められたのか、手続きの上で大変疑問が残ります。 しかし、

村として園児数動向を見据えながら、石神幼稚園の独自のとりくみを全ての園で行う
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など、財政支出は伴うが村立幼稚園を小学校とともにどう後世に引き渡すかという、本

村の良さ、独自性に誇りを持ち、しがみつき、住民も含めて時間をかけた議論ができた

なら、結果はまた少し違っていたのではないかと考えます。 

それから、現在住民請願の審査が始まろうとしているときですが、執行部は、幼稚園

を一園にすることを前提とした検討会議を 12 月 25 日にも開催しようと、ＰＴＡ会長に

働きかけたという事です。議会文教厚生委員会のこの会議に関する助言とは異なる方

向で進んでいるようです。私は、何より、執行部は、請願の審査が終わるまでは、現在進

めている作業はストップすべきと考えます。請願者の思いは、今後の村を思っての請願

です。住民を大切にする行政を心から願って、次の質問に移ります。 

 

 

次の質問（２点目）に入ります。 

加齢性難聴者の補聴器購入への助成制度創設についてです。 

  昨年９月議会で福祉部長は「加齢性難聴者への補聴器利用の促進は難聴の進行

を抑えることができ、ひいては認知症予防の一助となることも考えられます」と大切な

点を指摘されました。難聴が始まる時期には個人差がありますが、早ければ６５歳を過

ぎたころから聞き取りにくいなどが発生するのではないかと思われます。本村の６５歳

以上人口は現在約 9,500人、約２５％という状況ですが、 

こうしたことを背景に、改めて「補聴器購入助成制度の必要性」の観点から 5 点お聞

きします。 

１点は、補聴器購入を促進すると思われる公的助成制度には、現行でどんなものが

あるのか。 

２点は、高齢者の社会参加、定年延長や再雇用からみて難聴の影響をどのように捉

えるか。 

３点は、難聴は「蜜を避けるという新型コロナ感染予防」との関係で、人とのコミュニ

ケーションが一層困難になると考えますが、認識はどうか。 

４点は、世界保健機関（ＷＨＯ）は難聴の進行抑制のために補聴器使用を推奨して

いますが、それは聴力何デシベル以上と示しているか。 

５点目に、昨年９月の答弁「対象人数のこともあるので今後調査研究してまいります」

に関し、調査研究の状況について、以上お聞きします。 

 

（答弁） 

お答えいたします。 

最初に，補聴器購入に対する公的助成制度についてでございます。現在，障害者総

合支援法による「補装具費支給制度」において，耳元で大きな声で話さないと聞き取
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れないような「高度難聴」といわれている方など，身体障害者手帳が交付された方を

対象に，補聴器の購入費用の一部を支給しております。 

続いて，二つ目のご質問の高齢者の社会参加等の難聴への影響でございますが，

加齢に伴う心身機能の変化である聴力低下によって,コミュニケーションなど日常生活

での不便さにより，閉じこもりがちになり，徐々に社会参加が出来なくなる恐れはあると

考えています。加齢性難聴の場合，聞こえを改善するための補聴器の装着が第一 の

選択肢でありますが，聴力の低下を感じた時に，早めに専門医を受診し「よい聞こえ」

を取り戻すことが必要であると考えられます。 

三つ目のご質問のコロナ渦におけるコミュニケーションの困難さについてでございま

すが，新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からも，マスクの着用をしなければ

ならず，難聴の方はより一層会話が聞き取りにくいことが考えられます。話し手が大き

な声を出さずとも，会話の内容を相手に明瞭に伝えることができる配慮が必要である

と考えております。 

四つ目のご質問の補聴器を推奨している基準でありますが，ＷＨＯでは，日常生活

に支障をきたす中等度の難聴＝41㏈以上を装着基準としています。 

最期のご質問の研究調査の状況でございますが，国では，2018 年度から３か年計

画で，聴覚障害の補正による認知症機能低下の予防効果を検証するための研究を進

めていると聞いておりますので，今後のエビデンスの蓄積や，国の動向を注視してまい

りたいと考えております。また，今年度は新型コロナの影響により，毎年実施していた高

齢者状況調査を実施できませんでしたが，難聴と思われる対象者数など現況把握に

努めてまいりたいと考えております。 

今後とも，高齢者の方々が住み慣れた地域で活躍できるように，加齢性難聴も含め

た健康づくりや介護予防の普及啓発に努めてまいりたいと考えています。 

以上でございます。 

 

（再質問） 

本村住民にとっては、加齢性難聴で必要な補聴器購入の助成制度は皆無だという

事です。 

現在ＷＨＯの補聴器装着基準41dbとは、「時々人の言うことが聞き取れない」、「人

の声によっては聞き取れない」という状況のようですが、そのレベルを放っておくと更に

ひどくなり、認識できない音が増えていく、だからその段階で補聴器を付けることで音

の認識が保てる」という重要な意味があるとのことです。 

国が現在研究している認知症との関係も考慮すれば、この基準の意味を周知するこ

とは大変重要と考えますが、考え方をお聞きします。 

ただ、補聴器はメガネとはまた違って「ちょうど良い」具合のものに巡り合うのはなか
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なか難しいとも言われます。焦らずでも遅れずが重要で、「装着が必要な時期がきたら

村から購入費補助をしますので補聴器をつけましょう」と、促すことが大切かと思いま

す。認識を伺います。 

 

（再答弁） 

お答えいたします。 

議員のご指摘のとおり，加齢性難聴は，発症時期，進行速度，重症度には個人差が

ありますが，難聴であることに気づき，早期に補聴器を使用することで，人とのコミュニ

ケーションが活発になり，生きがいや生活の質の向上につながることと認識しておりま

す。 

高齢難聴者への支援につきましては，繰り返しにはなりますが，国が関連する研究を

進めています。まずは，それらの動向を注視し，その効果を見極めながら検討してまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

 

（意見） 

 国や村の対応が遅れれば、高齢難聴者が増える、また難聴の度合いが進むなどが懸

念され、高齢者の生活に影響が出やすくなると考えられます。費用助成に対する早期

の決断が重要であることを強調し、次の質問に入ります。 

 

 

３点目は、今年３月の６首長による原電への「申入れ」、及びその「回答」に関連して

です。 

３月２６日に６首長連名で行った原電への２つの「申入れ」及びその「回答」内容に

関わることとして、11 月 13 日から 30 日までの期間で「東海第二発電所 状況説明

会」が開かれました。説明会をめぐる原電の対応は、「申入れ」のみならず新安全協定

の運用とも関わり、真摯なものになっていたかのチェックが必要と提言をいたします。 

その観点から、 

１つは、申入れが要請した 6 市村への「理解活動の目標及び計画」の説明は行わ

れたのか。 

２つは、状況説明会における原電の説明は、両者確認の〝丁寧な説明〟になっていた

かの確認はされたか。 

３つは、回答が宣言した「本申請及び受検対応は従来進めてきた安全性向上対策

工事と同様に発電所の稼働及び延長運転に直結するものではありません」が、説明会

でも貫かれていたかの確認はされたか。 
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４つは、６首長は「状況説明会」の結果について評価を行うのか。 

以上、お聞きします。 

 

（答弁） 

お答えします。 

まず一つ目の御質問の，住民への理解活動に係る事前説明については，「原子力

所在地域首長懇談会」構成自治体と原子力発電㈱東海事業本部の事務レベルで開

催する「東海第二発電所に係る連絡会」などの機会に，同社から東海第二発電所の

安全性向上対策工事の状況やスケジュールと併せて，“コミュニケーション活動”と総

括された形での説明を受けております。 

具体的には，先月，本村を含め１５自治体で実施されました“状況説明会”のほか，

訪問対話活動や小規模説明会としての“エリアスモールトーク”，商業施設等における

“出張テラパーク”，マスメディア等を活用した情報発信としての新聞折り込みチラシ・

地域情報誌・ＳＮＳなどによる取り組みについて意見交換・提案などを行ってございま

す。 

続いて二つ目に御質問の“丁寧な説明”についてですが，説明を受けた側の受け止

め方もございますし，“状況説明会”のみなならず，“コミュニケーション活動”として続

けて行われるものもございますので，持続的かつ時機を捉えての評価・見直しの下，

徐々に取り組まれていくものと考えております。 

次に三つ目の御質問ですが，１５自治体・１７会場での“状況説明会”は，新型コロ

ナウイルス感染症の予防・拡大防止の観点から，それぞれ「参加可能地域」「会場定

員」を限定しての開催となったこともあり，また，本村として，すべての日程に参加できて

いるわけではありませんので，東海第二発電所の稼働及び延長運転に直結するもの

ではないことの姿勢が取られていたか否かについて第三者的に確認することは，難し

いものと認識しております。 

なお，今年３月の「原子力所在地域首長懇談会」における「発電所の稼働及び延長

運転に直結しないものであることを確約すること」の申し入れは，使用前検査の申請及

び受検対応に関して求めたものであることへの御理解を賜りたいと考えます。 

最後に，“状況説明会”という一局面を捉えての評価を「原子力所在地域首長懇談

会」として行うのかについてですが，現時点では協議してございませんので，構成自治

体間での意見交換等を通して，この件に関しての意向・考え方などが整理されていくも

のと考えております。 

以上でございます。 
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（再質問） 

申し入れが使用前検査対応について求めたことというのは十分理解しています。し

かし、「使用前検査に合格しても再稼働に直結させるな」と求めたということは、「検査

合格」すなわち「再稼働」と流れるのが常道だからこそではないでしょうか。 

質問は、今回の状況説明会のある会場で、住民から「再稼働しなければ東電からの

借入金を返済できないのではないか」とする質問がでたそうですが、原電は「自治体

の理解を得て再稼働を目指したい」と回答したということです。私は、工事の説明会席

で「めざす」という表現にせよ、こうした発言が出たことは、現在の原電の立場からは問

題が大きいと思います。村長の所感をお聞きします。 

また，原電の回答にあった理解活動計画についてですが、申し入れた側としては、や

り切れていない部分についてはどのように考えるか、お聞きします。 

 

（再答弁） 

お答えします。 

先月開催された東海第二発電所の“状況説明会”について，個々の会場での発言

内容までは承知しておりませんが，「原子力所在地域首長懇談会」における協議や，日

本原電とのやり取りの中で，これまで相互に確認してきたことを確実に履行するよう，

強く求めてまいりたいと考えます。 

また，今年３月に日本原電に申し入れた「住民への丁寧な説明と理解活動」につい

ては，“状況説明会”に限定することなく，他の活動を含め，大局的に見て判断してまい

りたいと考えます。 

以上です。 

 

（再々質問） 

原電が回答で約束した、「従来進めてきた安全性向上対策工事と同様に発電所の

稼働及び延長運転に直結するものではありません」について、先ほどの説明会々場の

ほかにも、「必要なエネルギーであり、CO2削減の観点からも再稼働目指したい」と回

答したと報告を受けています。この住民は、「再稼働を宣言された」と思ったほど驚いた

と言っています。 

こうしたことは、これまで村長が言ってこられた「６市村と原電との『齟齬』」というレ 

ベルの域を超えているのではないでしょうか。 

他県の地元地域のなかには、周辺自治体が一緒になって「実質的事前了解権」を

得た「茨城方式」を取り入れようとしているところもありますが、手本となる茨城方式と

するには，まずは新協定第２条の“説明”から確実にスタートさせるよう，東海村はもっと

きちんと対応すべきと考えますが認識をお聞きします。 
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（再々答弁） 

お答えします。 

“新安全協定”の運用に関しては，昨年２月の村松社長による“けじめ”としての意思

表明を受け，スタートだと考えているということを言い渡しているわけですが，そのやり

取りの中で，「新安全協定のきちんとした相互信頼の精神に基づき，前広に対応させ

ていただく」という言葉を聞いておりますので，各首長の意向も確認しつつ，日本原電

には，誠実かつ誠意ある対応を求めてまいりたいと考えます。 

以上です。 

 

（意見） 

 決してなし崩しは認めず、しっかりした対応が求められていることを指摘いたします。 

 

 

次の質問（４点目）に入ります。多面的機能支払交付金の実績及び今後の課題に

ついてです。 

 農業者は、農業生産のなかで畔の草刈り、農道や用水路の整備、お祭り、消防など地

域の環境や文化を守るなどの多面的な役割を担っています。農業の持つ多面的な機

能は、これら農業者の無償労働で国民に提供されてきたものです。これを正当に評価

して、水田・畑地・樹園地など地目に応じた直接払い（所得補償）が重要になっている

と考えます。 

そして農家や集落営農組織など一経営あたりの受けとる最高限度額をさだめ、農業

者の定住支援も必要になっていると思います。 

2014 年度からの多面的機能支払交付金制度は、こうしたことをふまえてのものと

思われますが、本村におけるこの制度の実績及び今後の課題についてお聞きします。 

 

（答弁） 

お答えいたします。 

近年，農家の高齢化や担い手不足，農村地域における混住化の進展に伴い，地域

の共同活動が困難になり，農用地，水路，農道等の地域資源のもつ多面的機能の発

揮に支障が出ています。 

また，昭和４０年～５０年代に整備された，農業水利施設の老朽化が著しく，今後さらに

農家の肉体的，経済的負担増が懸念されております。 

そのような中，水田や畑地など農業・農村の有する多面的機能の維持発揮を図るた

め，平成 26 年度に制度化された多面的機能支払交付金を活用し，水路や農道等の

維持管理を地域の共同活動で支えることで，水防機能，水源の涵養，自然環境の保全，
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良好な景観の形成，文化の伝承などの多面的機能の発揮に寄与する支援を行ってお

ります。 

この交付金の内容は，農地維持支払，資源向上支払の共同活動及び補修工事等

の長寿命化の３つの取組み項目があり，それぞれ１０アールあたりの単価が設定されて

おりまして，取組む地域の実情によって選択でき，５年間活動を継続する組織に対し交

付されるものでございます。 

多面的機能支払交付金による村内の取組実績につきましては，平成２９年度より２

組織，今年度より１組織，現在３組織が実施しております。 

今後の課題としまして，①国の交付金を受けるために煩雑な事務処理が伴うこと。

②各組織に事務局を担う人材がいないこと。③圃場面積が小さく交付金額少ない組

織まで活動を広げていくため手法の課題があります。 

以上でございます。 

 

（再質問） 

交付金の有効性は理解しました。同時に取組みを広げるには課題があることもわか

りました。村は今年度より新しい総合計画がスタートし，１０年後の東海村の姿を「将来

ビジョン」として掲げましたが、農業・農村が持つ多面的機能を適切に維持・発揮させ

るために、課題解決をどう図ろうとしているのかお聞きします。 

 

（再答弁） 

お答えいたします。 

村では新総合計画に基づき「持続可能な誇れる農業があるまち」という将来像をか

かげ，バックキャスティング方式により課題解決を図ろうと考えております。 

前述しました課題を解決するために，村内の土地改良区や水利組合等で構成する

「オール東海」による持続可能な農業・農村環境づくりを目指し，各活動組織と協定を

結び，（仮称）東海村多面的機能推進員会というような広域組織を立上げる計画でご

ざいます。 

この広域組織において煩雑な事務を村が事務局となり５年間担うことで，事務や人

材確保といった負担を軽減できるものと考えております。また，小規模な水利組合にも

活動に参加していただき，支援の享受するために，長寿命化に対する補助金交付基準

である，取組み面積２００ヘクタール以上で，参加組織が３つ以上となる広域組織の設

立を目指し，農地維持，資産向上の共同活動及び長寿命化の３項目すべてについて

交付金の支援を受けたいと考えております。 

現在の進捗状況でございますが，本年２月に村内の土地改良区及び水利組合等の

全組織代表者に対し，広域化への取組，制度の趣旨や先進的な取組事例などの説明
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会を開催したところです。今後，組織への説明会等を継続し，最終的には延べ３０回を

開催し，約４６０名の方に事業内容の周知と理解促進を図る予定です。 

地域の皆様が多面的機能支払交付金を活用して，共同活動による農業・農村の維

持・保全への足掛かりになるよう鋭意推進してまいります。 

以上でございます。 

 

（再々質問） 

本交付金を活用したこれら取り組みの中で、４点、 

①農業・農地に関する共同活動のイメージについて、 

②農業の維持の関係で農業法人との関係はどう見るのか。 

③農家個人の所得拡大への効果について、 

④交付金が支払われる５年間が過ぎた後については、村としてどう対応するのか、

以上お聞きします。 

 

（再々答弁） 

お答えいたします。 

多面的機能支払交付金を活用した農業・農地の共同活動イメージですが，交付金

を申請するにあたり，まず各組織が５年間で活動する対象エリアの設定と活動計画を

策定していただきます。活動計画の内容は，遊休農地の保全管理をどのようにするか，

水路や農道の草刈りや泥上げ等の方法や回数，隣接する斜面緑地の保全管理方法,

自治会や地域の団体等と行う共同活動の取組み内容について，各組織と地域が話し

合って設定していただくことになります。 

次に，農業法人との関係につきましては，地域の担い手ととらえておりまして，耕起や

耕作の委託先として連携することや，農家や地域の共同作業の施工性や作業困難個

所について，交付金予算内で委託するなどの関係を想定しております。 

農家個人の所得拡大への効果ですが，この多面的機能支払交付金は農業・農村の

有する多面的機能の維持・発揮を図るために地域の共同活動に係る支援となるため，

残念ながら農家個人への所得支援には該当いたしません。 

また，多面的機能支払交付金活動の１回の申請は区切りとして５年間で終了いたし

ます。その後，新たに５ヶ年計画を策定することで活動の継続が可能となり，国の交付

を受けることができるため，村も引き続き交付金の１／４を負担し，それぞれの活動組

織が特色ある活動を推進し，本村の農村において「持続可能な誇れる農業が実現で

きるよう」支援してまいりたいと思います。 

以上でございます。 
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（意見） 

了解しました。農家個人の所得の拡大につきましては、今後、また別に質問していきた

いと思います。 

 

 

次の質問（５点目）に入ります。小学新 1年生に村からランドセル（通学カバン）プレ

ゼントについてです。 

義務教育における各家庭の経済的負担の軽減やすべての新一年生が差別感を持

たずに同じスタートラインに立てるよう、県内 10 市町と認識していましたが、今回出し

ていただいた資料では、１４市町に増えていましたが、この１４市町のとりくみを参考に

し、また、村の新たな魅力として位置づけ村内の小学校に通う子どもたちを増やしてい

くこともめざし、ランドセル無償支給を実施してはどうかと考えますが、認識をお聞きし

ます。 

 

（答弁） 

お答えいたします。 

子どもたちが差別感を持たずに同じスタートラインに立てるように，本村では経済的

に不安のあるご家庭に対しまして，就学援助制度により入学準備に必要な時期に援助

費の支援を行っており，経済的負担の軽減につながっているものと認識しております。 

議員ご提案のとおり，保護者の負担軽減や祝い品として，個人へのランドセル支給

を実施している自治体があることも承知をしております。 

本村としましては，ランドセル支給というような支援ではなく，ICT機器の整備や ICT

教育の推進，村独自の少人数学級制度の継続，スタディ・サポーターや生活指導員の

継続雇用など，子供と向き合う人材の配置をするなどして，児童生徒一人ひとりを丁寧

に指導し，学力向上を推進し，全ての子どもたちに等しく学ぶことができる教育環境の

整備に注力してまいりたいと考えておりますので，ご理解をたまわりますようお願い申し

上げます。  

以上でございます。 

 

（再質問） 

県内では１４の自治体が行っているランドセル支給、そんなに意義のないことなので

しょうか。また、村の新たな魅力としてはどうかという点では、答えさえありません。そこま

で価値のない施策だと言っているように聞こえます。   

また就学援助制度の入学準備金をもって「負担を軽減している」や「差別感はない

はず」とのことですが、文科省によれば、就学援助制度の入学準備金を入学前に支給
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している市町村は、2019 年度で、全国 1766 自治体中、小学校が 73.7％、中学校

が 78.9％ですが、多くが３月支給です。 

小学校入学のために必要な費用は、金額の大きい机なども含むと、約１５万円、節約

しても１０万円と聞いています。 

質問の１つは、ランドセル購入の村内の状況を見ますと、早い場合入学の前年の夏く

らいから購入予約や購入をしています。一方、援助金活用の場合、入学直前の 3 月支

給ですから、品抱負の時期も過ぎていますし、準備金を全額使うこともできず、ランドセ

ルそのものに差がつく、これで「差別感を持たない」とは考えにくいのですが、どうでし

ょうか。 

 ２つは、入学準備金の額はいくらになるか。 

 ３つは、ICT機器の整備や ICT教育の推進，これは国が推進することを村がやろうと

していることです。しかしこの教育的効果の実際はまだ未知のことと言えます。 

児童が入学式ですでに差を感じてしまうことは、ランドセル、筆入れなどの文具、入

学式用の洋服、靴など、たくさんあります。教材を自宅から学校へと移動させるために

ほとんどの子が使うランドセルをぜひプレゼントして、子ども数の減少化傾向の中、本

村の魅力ＵＰにつなげてはどうか。再度お聞きします。 

 

（再答弁） 

お答えいたします。 

１点目と２点目のご質問につきましては，合わせてお答えしたいと存じます。入学準備

に必要な学用品等につきましては，例年１月下旬から２月中旬ごろに，新入学児童保

護者説明会を開催しておりますことから，その説明会後の３月ごろが購入の時期と認

識しております。 

３月の支給時期でご利用いただけていたと認識しておりましたが，「３月の支給では，

入学準備をするのに遅い」との御指摘を受けましたので，まずは，近隣自治体の支給

状況などを調査して，状況把握を行ってまいりたいと思います。 

入学準備金の額につきましては，令和３年３月支給予定の額を申し上げますと，一人

につき，小学校の新入学者で５万１，０６０円，中学校の新入学者が６万円となっており

ます。 

３点目のご質問につきましては，先ほど答弁しましたとおり，個人へのランドセル支給

というような支援ではなく，少人数学級制度の継続や，スタディ・サポーターや生活指

導員の継続雇用など，子供と向き合う人材の配置をし，児童生徒一人ひとりを丁寧に

指導することが本村の魅力と考えておりますので，ご理解をたまわりますようお願い申

し上げます。  

以上でございます。 
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（意見） 

本村が相当以前から教育立村をかかげ、他との比較では豊富人材配置を行ってき

たことは理解しています。 

義務教育において授業料や教科書の無償化は何によるか、文科省は、「憲法第 26

条に掲げる義務教育無償」に基づき、その精神を広く実現するために」と言っています。

授業料と教科書のほかにもたくさんある義務教育に欠かせないものについて、国を待

たずに憲法２６条の精神を村が広く実現していくことを求めたいと思います。 

 

 

最期（６点目）の質問は、国保事業の見直しについてです。 

国保の県域化により、市町村独自の被保険者を守る施策が少なくなっていくと思わ

れます。例えば、税軽減のための法定外繰り入れを行えば、国からの「保険者努力支

援制度」交付金の減額というペナルティが課せられるなどです。 

しかし「法定外繰り入れ」は「自治体の判断」でよいことは、厚生労働省も認めてい

ますので、村としてはこの認識をしっかり持っていてほしいと思います。 

県はまた、賦課２方式を提案していますが、さらに被保険者の負担増につながるの

ではないかと危惧するものです。 

被保険者の負担軽減をめざして、まず３点お聞きします。 

１点は、賦課 2方式への移行案はどのように示されているのか。 

２点は、均等割賦課は 0 歳の赤ちゃんでもかけられるもので、子どもが多い世帯で

は負担が大きいため、村独自に１８歳未満は均等割りから外すことを検討してはどうか。 

３点目は、被保険者の認識では「税が高い」という声が多くなっています 。引き下げ

について見通しは持てないか、以上、伺います。 

 

（答弁） 

お答えいたします。 

１点目の，市町村国民健康保険賦課方式の統一については，市町村によりまちまち

である賦課方式を所得割及び均等割の２方式による算定に統一するものであります。

県はその理由として，２方式は簡潔・公平で安定的な賦課方式であるとともに，後期高

齢者医療制度において平成20年の制度開始から採用された実績があること，現行の

賦課方式の資産割は固定資産税との二重課税になる懸念があること，平等割は一人

世帯の低所得の高齢者が増加している現状とかけ離れており，一人世帯への負担感

が強いことを挙げております。 

これまでの経過としましては，県は，１月に令和３年４月からの統一を目指すとしまし

たが，その後開催された市長会及び町村会での意見を踏まえ，統一時期の目標を令
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和４年度に変更する旨の通知を４月に出しております。 

本村では，現在の所得割及び均等割，平等割の３方式から，所得割及び均等割の２

方式に変更する方向で検証をしています。 

平等割をすべて均等割に配分した場合は，単独（１人）世帯は負担が減りますが，世

帯人数が多い世帯については負担が増えることになり，すべて所得割に配分した場合

は，年間所得が多い世帯ほど負担が増えることになりますので，今後，シミュレーション

を行い，平等割分を所得割と均等割に配分する最良の割合を試算した上で，税率改

定と合わせて２方式への移行を検討したいと考えております。 

２点目の均等割賦課でございますが，本年５月に閣議決定された少子化社会対策

大綱には「子供の数に応じた国民健康保険料の負担軽減を行う地方公共団体への

支援を着実に実施する。」と記載がございますとともに，県が少子化社会対策大綱に

記載の支援実現までの時限措置として，賦課方式を２方式としている市町村に対し，

国民健康保険特別交付金の支援メニューに子どもの数や多子世帯に着目した項目を

検討しております。 

子供の国保税均等割を軽減するためには，財源が必要になりますので，交付金等を

活用できるよう国や県の動向を見極めながら，検討してまいります。 

最後に，現在の国民健康保険税の税率については，国保の県域化に伴い，県が示

した標準保険料率や国民健康保険事業費納付金額を踏まえ，平成３０年度に改定し

たものです。当初，３～４年ごとの改定を見込んでおりましたが，賦課方式の変更と合わ

せて令和４年度の改定を検討したいと考えております。 

 

（再質問） 

 子どもの均等割り軽減のためには現状では、国のペナルティを受けても、村は被保険

者を守る、その覚悟が必要と考えます。 

 質問は、改定時期だけでなく、税率引き下げの見通しを聞いています。「令和４年度改

定という事は、令和３年度に様々な検討がされるという事なのだと思いますが、現時点

で引き下げにつながる要素があるかどうか、わかることがあればお聞きします。 

 

（再答弁） 

 お答えいたします。 

 県から示された令和元年度分以降の標準保険料率のうち医療費分が、村国保の税

率より低くなっていることから、次の改定では減額改定も視野に入れて検討したいと考

えますが、医療費（保険給付費）総額の急激な上昇により、標準保険料率が上昇に転

ずることも考えられますので、医療費（保険給付費）の動向等に注目しながら判断した

いと考えます。 
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（意見） 

減額改定を視野に入れるとのことですが、広域化当初の県の目安としての保険料

率が高かったこと、村はそれにまじめに従ったため、税が高くなってしまったという事で

すので、減額は可能な面もあるのかもしれませんが、これまで 3方式だったものを 2方

式に変えることになる中では、引きあがってしまうことも考えられますので、特に、子ども

の均等割りは軽減する、そのために法定外繰り入れもおこなって、全力で税軽減に力を

つくしていただきたいと思います。 以上で一般質問を終わりにします。 

 

 

 


