
平成18年第1回臨時会 

 
招集年月日  平成１８年１月３１日 

招集の場所  江田島市議会議場 

 

会 議 録 目 次 
 

出席・欠席議員  ･････････････････････････････････････････････････････････  1 

本会議に説明のため出席した者の職氏名  ･･･････････････････････････････････  1 

本会議に職務のため出席した者の職氏名  ･･･････････････････････････････････  1 

議 事 日 程   ･･･････････････････････････････････････････････････････････  1 

開 会・開 議（１０時００分）  ･･･････････････････････････････････････････  3 

 諸般の報告  ･･･････････････････････････････････････････････････････････  3 

 会議録署名議員の指名  ･････････････････････････････････････････････････  6 

 会期の決定  ･･･････････････････････････････････････････････････････････  6 

 議案第１号 江田島市税条例の一部を改正する条例案について･････････････････  6 

 議案第２号 江田島市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例案について･･･  8 

 議案第３号 江田島市高齢者旅客船等運賃助成条例等を廃止する条例案について 

                       ･････････････････････････････ 13 

 議案第４号 江田島市大柿町重度心身障害者年金条例を廃止する条例案について 

                       ･････････････････････････････ 27 

閉 会（１２時１１分）  ･･････････････････････････････････････････････････ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-１- 

１月３１日（火）   午前１０時開議 

 出席議員 

     １番  越 野 哲 也     ２番  野 﨑 剛 睦 

     ３番  前 田 鎭 夫     ４番  胡 子 雅 信 

     ５番  林   久 光     ６番  住 岡 淳 一 

     ７番  山 根 啓 志     ８番  胡 子 勝 弘 

    １０番  浜 西 金 満    １１番  山 本 一 也 

    １２番  石 下 洋 子    １３番  大 越 保 之 

    １４番  吉 岡 憲 伸    １５番  新 家 勇 二 

    １６番  鎌 田 哲 彰    １７番  山 木 信 勝 

    １８番  下河内   泰    １９番  太刀掛 隼 則 

    ２０番  扇 谷 照 義    ２１番  小 西 俊 明 

    ２２番  沖   也寸志    ２３番  伊 藤 一 志 

    ２４番  西 中 克 弘    ２５番  上 田   正 

    ２６番  田 中 達 美 

 

 欠席議員 

     ９番  登 地 靖 徳 

 

 本会議に説明のため出席した者の職氏名 

    市長       曽根  薫    助役       津山 直登 

    収入役      山西 文男    教育長      正井 嘉明 

    総務部長     田口 宜久    市民生活部長   玉井 栄藏 

    福祉保健部長   横杉 哲治    産業部長     出口 節雄 

    土木建築部長   黒瀬 洋二    教育部長     吉田  茂 

    生涯学習部長   東谷 寛明    企業局長     中下 清和 

    消防長      小跡 孝廣    江田島支所長   山本 秀男 

    大柿支所長    川本 恒子    沖美支所長    大越 次人 

    総務課長     酒永 光志    財政課長     後川 正博 

    企画振興課長 
    兼情報政策課長 

 空田 賢治  社会福祉課長  中谷 喜之 

    福祉保健課長   徳永 信幸    医療介護課長   川嵜 純司 

    税務課長     竹田 茂徳     

 
 本会議に職務のため出席した者の職氏名 

    議会事務局長   山田  豊 

    議会事務局次長  土手 三生 

    議事調査係長   横手 乃文 

 

議 事 日 程 

  日程第１ 諸般の報告   

  日程第２ 会議録署名議員の指名   
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  日程第３ 会期の決定   

  日程第４ 議案第１号 江田島市税条例の一部を改正する条例案について 

  日程第５ 議案第２号 江田島市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例案につ

いて   

  日程第６ 議案第３号 江田島市高齢者旅客船等運賃助成条例等を廃止する条例案に

ついて   

  日程第７ 議案第４号 江田島市大柿町重度心身障害者年金条例を廃止する条例案に

ついて 
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           開会（開議）  １０時００分 

 

○議長（田中達美君）  ただいまの出席議員は２５名でございます。 

 登地靖徳議員から、風邪で欠席させていただくということで連絡が入っております。 

 定足数に達しておりますので、これより平成１８年第１回江田島市議会臨時会を開会い

たします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 

           日程第１  諸般の報告 

 

○議長（田中達美君）  日程第１「諸般の報告」を行います。 

 曽根市長から報告事項がありますので、これを許します。 

 曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  おはようございます。 

 本日は第１回江田島市議会臨時会を招集しましたところ、厳冬のみぎり、しかもご多忙

の中をお一人が体調を崩されての欠席でございますけれども、ご出席を賜りました議員諸

公、本当にご苦労様でございます。 

 また、市民の方々におかれましては、議会を傍聴いただきまして、まことにありがとう

ございます。感謝いたしております。 

 新春初議会でありますので、１月も末となりましたが、一言年頭のごあいさつを申し上

げます。 

 新年おめでとうございます。景気は少しは上向いたとはいえ、依然厳しい社会経済情勢

の中でつつがなく新春をお迎えになりましたことを、心からお喜び申し上げますとともに、

皆様方のご健勝ご繁栄を心から願っております。 

 議員の皆様方には、今年一年、市議会での目標をしっかりとお立てになり、元気に市民

の負託に応えられるよう、議会活動を活発に行われることだとご期待を申し上げておりま

す。 

 私も市長就任２度目の新春に当たり、一層市民の信託の重さを肝に銘じ、市政推進への

決意を新たにして、頑張っておるところでございます。 

 今年一年の目標の中の一つに、国・地方を通じて非常に厳しい財政の中にあって、行財

政改革、これを大きく私は掲げて、始末をできるところは始末をし、そして将来に備えて

の執行、そして基礎固めを努めていきたいというふうに決意をいたしております。何とぞ、

皆様方におかれましては、絶大なるご指導を賜りたいと思っております。 

 それでは、市政報告を申し上げます。 

 おおむね１２項目でございます。 

 そのまず１つは、生活安全協議会についてでございますが、１２月１６日、本庁会議室

で、広島市安芸区の小学１年生の女の子が殺害された事件を見まして、この発生を受けま

して、登下校時の子どもの安全対策を協議するために、緊急の会議を開催いたしました。 

 会議では、各地域の実情に合った組織をつくって、地域で子どもを見守る態勢を整備す

るとともに、不審者情報等の情報提供については、引き続きチラシ作成や広報車による啓

発活動を行うことといたしました。 
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 これからも、随時、対応状況など、フォローアップを図りながら、息の長い取り組みに

努めてまいります。 

 追って、江田島市金融懇談会から地域安全活動推進費用の一助にと、市防犯連合会に２

０万円の助成を賜っております。有効に活用をしていきたいというように思っております。 

 その２つは、「岩国基地ＮＬＰ移転計画反対期成同盟」の要請についてでございます。

１２月２２日、関係省庁に対する「米海兵隊岩国基地への空母艦載機移転を含む在日米軍

再編の中間報告」の計画撤回を求める要請活動のため、田中議長とともに上京いたしまし

た。 

 廿日市市・大竹市の首長及び議長並びに広島市の担当者とともに、「計画撤回を求める

要請書」を防衛庁長官及び外務省北米局長に手渡すとともに、「中間報告についての広島

県からの質問」に対する回答を求め、計画は絶対容認できない旨を伝えました。 

 また、１月１８日には、第４回岩国基地増強計画反対広島県連絡会議が廿日市市役所で

行われました。私が出席をいたしました。 

 会議では、岩国市長から、山口県などが国に出しました質問に対する回答についての報

告を受けるとともに、引き続き「白紙撤回しかない」との方針で臨むことを確認しました。 

 その３でございますが、学校統合にかかわる覚書の調印についてでございます。１２月

２８日、津久茂小学校及び小用小学校の江田島小学校との統合について、また１月１８日

には、宮ノ原小学校と江田島小学校、沖小学校と鹿川小学校の統合について、各ＰＴＡ会

長との間で覚書を交わしました。 

 各校とも、平成１８年度を準備期間とし、平成１９年４月１日の統合を目指すものであ

ります。 

 この覚書を交わしたことによりまして、市教育委員会は県教育委員会に対しまして、県

費教諭の統合前加配の申請を行っております。 

 今後は、関係校の校長、ＰＴＡ会長及び教育委員会で組織をする学校統合連絡調整会議

で円滑な統合に向けて、交流授業の実施、通学に関する事項、ＰＴＡ行事及び組織等の具

体的な協議が進められることになります。 

 その４は、市消防出初式についてでございます。１月８日、能美運動公園で実施をしま

した。 

 当日は、厳寒の中、消防本部職員を先頭に、４方面隊長の２２分団の消防団員、市内事

業所自衛消防隊、自主防災会、幼・少年消防クラブなどによる分列行進が行われました。 

 式典では、本年度の功績章・勤続章などの表彰式があり、引き続き消防団によるポンプ

操法、消防本部による公開訓練が行われました。一般参加者も非常に多く来ていただきま

した。盛況をいたしておりました。 

 今後とも、消防力の強化に意を注ぎ、「災害に強いまちづくり」を進めてまいります。 

 その５ですが、市成人式についてでございます。１月９日成人の日に、大柿公民館で実

施をいたしました。 

 今年、江田島市で新たに成人となられた方は、２７９人でした。式典の後、新成人の代

表４人が「成人の主張」を発表、続いてテノール歌手の新垣勉さんによる記念講演、出席

者の記念写真を行い、新成人を祝福いたしました。 

 新成人のこれからの飛躍を祈念いたしますとともに、ご臨席をいただいた多数のご来賓

の皆様に感謝を申し上げます。 

 その６は、商工会合併に関する基本協定書調印式についてでございますが、１月１９日、
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能美町・沖美町・大柿町及び江田島町の商工会が、合併に関する基本協定書に調印をしま

した。 

 この協定により、４町の商工会は、平成１９年４月１日を目標に合併を目指すこととな

りました。今後は商工会の合併が円滑に成就されますとともに、地域の総合経済団体とし

て機能強化を図り、本市の経済発展のけん引役としての役割に期待をいたしております。 

 本市としても、でき得る限りの支援及び協力をしたいと思っております。 

 その７は、第２回総合計画審議会についてでございます。１月２５日、第２回審議会を

本庁会議室で開催をいたしました。 

 会議では、新市建設計画、江田島市の現状と課題及びまちづくりのアンケート調査の結

果などをもとに作成をしました「総合計画基本構想の素案」について、協議をしました。 

 この協議構想は、市のまちづくりの基本理念と将来像を示し、これを実現するための施

策大綱となるものであり、審議会からの答申をいただいた後、３月定例議会に提案をする

予定といたしております。 

 その８は、安芸能美簡易保険保養センターについてでございます。平成１７年１１月２

２日付で、日本郵政公社から本市に対して、安芸能美簡易保険保養センターの購入希望に

ついての意向確認の照会がありました。 

 この施設は、市の重要な観光拠点の一つであると認識をしており、慎重に検討をしてま

いりましたが、財源確保が困難なことなどから、現段階での取得は見送ることとしたいと

思っております。 

 これにより、来年度の早い段階に、この施設は民間への競売に付されることになるもの

と思っております。 

 その９は、アスベスト（石綿）問題についてでございます。 

 本市所有の公共建築物の２９１施設について、アスベストの使用実態調査を行い、その

中で、アスベスト混入の疑いのあった施設について、分析調査を行いました。その結果、

５施設６箇所でアスベストを含む吹き付け材が使用されていることが確認をされました。 

 これらの施設について、大気中の濃度調査の結果、通常の使用及び管理のもとでは、特

に問題はないと判断をされます。 

 今後、飛散のおそれがある施設が確認された場合は、早急に適切な処置を講じたいと考

えております。 

 報告記載の中にはないんですけれども、国民宿舎事業支配人 水野保氏から、今月２６

日一身上の都合によりまして、平成１８年１月３１日、今日付でございますが、もって退

職したい旨、退職願が提出されました。これを受理することとしました。 

 １０項目目ですが、各種定期総会等への出席につきましては、別紙１のとおり開催をさ

れ、私が出席をいたしました。 

 最後に工事請負契約の締結につきましては、別紙２のとおり契約をしましたので、これ

を報告するものでございます。 

 以上で終わります。 

○議長（田中達美君）  以上で、市長の報告を終わります。 

 次に、議長報告をいたします。 

 地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、平成１７年１１月の例月出納検査の結

果報告書が、お手元にお配りしたとおり提出されておりますので、ご覧いただくようお願

いいたします。 
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 朗読は省略いたします。 

 以上で、議長報告を終わります。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

           日程第２  会議録署名議員の指名 

 

○議長（田中達美君）  日程第２「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、議長において７番 山

根啓志議員、８番 胡子勝弘議員を指名いたします。 

 

           日程第３  会期の決定 

 

○議長（田中達美君）  日程第３「会期の決定」についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本臨時会の会期は本日１日限りに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 今回の臨時会につきましては、議案説明員として各担当課長を入場させたいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、各担当課長を入場させることにいたします。 

 

   担当課長入場  社会福祉課長 中谷 喜之・福祉保健課長 徳永 信幸 

            医療介護課長 川嵜 純司・税務課長 竹田 茂徳 

 

           日程第４  議案第１号 

 

○議長（田中達美君）  日程第４「議案第１号 江田島市税条例の一部を改正する条例

案について」を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  議案第１号でございます。「江田島市税条例の一部を改正する

条例案」でございます。 

 提案理由につきましては、納税環境の変遷に伴い、現行条例の一部を改正する必要があ

りますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決をお願い

するものでございます。 

 内容につきましては、市民生活部長をして説明申し上げます。 

 よろしくお願いいたします。 
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○議長（田中達美君）  玉井市民生活部長。 

○市民生活部長（玉井栄藏君）  失礼させていただきます。 

 それでは、「議案第１号 江田島市税条例の一部を改正する条例案について」ご説明の

方させていただきます。 

 ２ページの方、お願いいたします。 

 江田島市税条例（昭和１６年江田島市税条例第４４号）の一部を改正をさせていただく

いうことでございますけども、改正の部分といたしましては、第４２条第２項及び第７０

条第２項中「１００分の０．５」を、「１００分の０．２５」に改めさせていただくもの

でございます。 

 詳細につきまして、３ページと４ページの方をお願いをいたします。 

 参考といたしまして、改正部分の抜粋を新旧対照表として添付させていただいておりま

すが、このたびの改正内容は、個人の市民税・固定資産税の納期前納付にかかる報奨金、

いわゆる前納報奨金でございます。アンダーラインの部分でございますけども、このもの

の交付率をそれぞれ「１００分の０．５」から「１００分の０．２５」に引き下げるとい

うものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成１８年４月１日から施行するということでござい

ます。 

 よろしくご審議のほどお願いいたします。失礼いたします。 

○議長（田中達美君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 山木議員。 

○１７番（山木信勝君）  前納報奨金を半額にするということでありますが、その理由

といたしまして、納税環境の変遷ということでありますが、この環境の変遷ということ、

その理由を具体的にお伺いいたします。 

 それから、最終的にはすべてこれは廃止にする方向なのか、お伺いします。この２点、

お伺いいたします。 

○議長（田中達美君）  曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  改正することにつきましては、いろいろと前回の昨年の１２月

定例会でも申し上げたと思うんです。 

 １９番議員の一般質問の中にもございまして、るる説明を申し上げたと思うんですけれ

ども、まず移りかわりによります現況から見ますと、前納報奨金の成り立ちはもう既にご

存じのとおり、戦後の混乱期の昭和２５年のシャウプ勧告により地方税法が定められまし

て、その中で創設された制度でありますということはご存じのとおりでございます。 

 そして、改正の理由としましては、当時の自治体は財源が非常に苦しい中で債権の早期

確保のため、そしてつくられたもので、今では地方税法制定から５５年を経過しておりま

す。 

 指定金融機関制度や口座振替制度の整備によりまして、納税環境がさらに整備をされて

いる、そのため県内の状況は廃止をしている市が６市でございまして、交付している市が

８市あるわけですけれども、中でも本市が一番交付率が高いということ等もあります。 

 そういうことで、まず２分の１にさせていただいて、そして先では全廃というふうな考

えを持って、今回提案をしております。 
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○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

 太刀掛議員。 

○１９番（太刀掛隼則君）  この制度は、広島県１５市のうち、６市が廃止にしており

ます。 

 私は廃止案が提出されるものと期待しておりましたが、あにはからんや大はずれでござ

いました。改正案１００分の０．２５は不満が残ります。 

 そこでお聞きしますが、廃止の前段階の経過措置と理解してよろしいでしょうか、お伺

いいたします。 

○議長（田中達美君）  曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  前回のときも強く議員はおっしゃいました。 

 そう言われまして、やはり今おっしゃいますように、新年度いっぱいで一応全廃をした

いという思いでございます。 

○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたしました。 

 これより、「議案第１号 江田島市税条例の一部を改正する条例案について」を起立に

より採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

 起立全員であります。 

 よって「議案第１号 江田島市税条例の一部を改正する条例案について」は、原案のと

おり可決されました。 

 

           日程第５  議案第２号 

 

○議長（田中達美君）  日程第５「議案第２号 江田島市乳幼児医療費支給条例の一部

を改正する条例案について」を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  議案第２号でございます。「江田島市乳幼児医療費支給条例の

一部を改正する条例案について」でございます。 

 提案理由につきましては、少子化対策の一環として実施している乳幼児に対する医療費

助成制度について、対象年齢を拡大することに伴い、現行条例の一部を改正する必要があ

りますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決をお願い

するものでございます。 

 内容につきましては、福祉保健部長をして説明を申し上げます。 

 よろしくお願いいたします。 
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○議長（田中達美君）  横杉福祉保健部長。 

○福祉保健部長（横杉哲治君）  それでは、「議案第２号 江田島市乳幼児医療費支給

条例の一部を改正する条例案について」ご説明を申し上げます。 

 この条例は、現在小学校入学前の乳幼児を対象に実施をしております医療費助成制度の

対象年齢を、小学校３年生まで拡大するというものでございます。 

 それでは、条例案の内容について、ご説明をさせていただきます。 

 ７ページをお開きください。参考資料といたしまして、新旧対照条文を付けております。

これにより、説明をさせていただきます。 

 右が現行条文で、左が改正案としております。見比べていただきたいと思います。アン

ダーラインの部分が改正事項でございます。 

 まず、題名でございますが、「江田島市乳幼児等医療費支給条例」に改めさせていただ

きます。 

 次に、第１条の「乳幼児の疾病」、これを「乳幼児及び児童（以下「乳幼児等」とい

う。）の疾病」に改め、同条中の「乳幼児」を「乳幼児等」にそれぞれ改めさせていただ

くものでございます。 

 次に、第２条第１項第１号の「満６歳」を「満９歳」、それから８ページの第４条第１

項の「６歳」を「９歳」にそれぞれ改めさせていただくほか、７ページに戻っていただき

まして、２条以下、１０ページまで第１０条までのアンダーラインで「乳幼児」を「乳幼

児等」にそれぞれ改めるものでございます。 

 ６ページにお戻りをいただきたいと思います。 

 附則といたしまして、この条例の施行期日は、平成１８年４月１日からとしております。 

 以上で、「議案第２号 江田島市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例案につい

て」の説明を終わります。 

○議長（田中達美君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 前田議員。 

○３番（前田鎭夫君）  まずですね、これ、医療保険の拡大としてなるほど方法として

前向きでやられておるのかなということで、非常に感心いたしております。 

 ただ、これがですね、実際にこういう措置をとられることによって、将来ずっとこれが

継続できるのかどうか、財政的にですね、できるのかどうかということで、ちょっと心配

いたしております。 

 その意味で、ちょっと小意地の悪い質問になるかと思いますが、なぜ３年生まで、義務

教育３年生までとなったのかということが一つ。 

 それと、これを拡大することによって、予算措置がどの程度いるのか、さらにその財源

については何か助成制度があるのかどうかということが、第２点でございます。 

 もう一点は、このように制度を改正して拡大されることに、市民からの要請がどの程度

あったのかということでございます。 

 これをお尋ねいたします。 

○議長（田中達美君）  横杉福祉保健部長。 

○福祉保健部長（横杉哲治君）  それでは、お答えいたします。 

 まず小学校３年生になった、その理由は何かということでございました。 
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 小学校３年生までの低学年児でございますが、食生活習慣あるいは運動習慣などが未熟

な発達途上段階にございます。 

 したがって、基礎体力が十分でないことから、病気に対する抵抗力が弱く、統計的に見

ますと、高学年に、４年生以上の高学年でございますが、一人当たり医療費がおよそ１．

５倍近くかかっているという状況にございます。 

 こういうようなことで、効果的に児童の健康管理と保護者の経済的な負担軽減を図ると

いう観点から、小学校３年生までを通入院ともに対象とすることが妥当ということに判断

をして、３年生とさせていただいたところでございます。 

 それから、予算措置でございますが、予算措置につきましては、乳幼児医療、６歳未満

の平成１７年度の当初予算が２，１６０万でございました。１８年度の予算については、

１年生から３年生までの増額によることによって１，４２０万ばかり増額ということにな

ると思っております。 

 それから、財源はどのようになっているのかということでございます。 

 この乳幼児医療公費負担制度は、県の単県の補助事業でございます。県の方は６歳以下

については、この医療費の２分の１は補助をされますが、これを独自の状態で拡大をした

場合には、これは補助はないということであります。 

 ただし、その周辺の町村の状況、取り組みをみてみますと、対象拡大をしておる市町、

これが現在、神辺町が合併をしていない中で２４市町ございますが、そのうち拡大をして

いるところがですね、年齢の拡大が８市町ございます。２４分の８市町でございます。 

 それら、その中でも周辺で言いますと、この江田島市の周辺で申し上げますと、呉市が

入院を３年生まで拡大をしており、さらに大竹市で小学校６年生まで入院を拡大しており

ます。 

 また、海田町などにおいても、来年度小学校６年生まで拡大をすることを検討されてい

るというようなことがございました。 

 その辺の周辺の状況等も絡んで見ましたときに、江田島市が入学前までということが果

たして適当なのかどうか、そこら辺を含めて考えてみましたときに、やはり次世代育成支

援の観点から言えば、小学校３年生ぐらいまで拡大するのが妥当ではなかろうかというよ

うなことで、このようにさせていただいたことでございます。 

 それから、市民からの要望の関係でございますが、これらについては、直接的に私、直

接私自身に話があったというようには、具体的には記憶しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（田中達美君）  いいですか。 

 前田議員。 

○３番（前田鎭夫君）  今、最後の答弁でございますが、市民から再度要請がないのに、

これを拡大するということは、やはり行政側として必要を感じて、それじゃあここまで拡

大されるのか、あるいはやっぱりそれではですね、やっぱり拡大とか改正とかいうのは、

市民からの声が大きくなってはじめてやるというのが、普通ではないかという感じがした

んですが、これはいかがですか。 

○議長（田中達美君）  曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  今、３番議員がおっしゃるように、市民からの要請があってや

るのでいいんじゃないかというおっしゃり方でございます。 

 私は、両面があると思います。市民の要請には耳を傾け、執行すべきことは執行しなき
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ゃならん。 

 そして、私の施策の中にも、やはり方方へ行かせてもらう中で、市民の方々が極端に言

われる方もいらっしゃいます。高齢の方々は、我々には手厚い以上のものをしてもらって

おるが、むしろ、「これから２１世紀将来を担う子どもたちのために、しっかりと目を向

けてくれよ」と言われる方もいらっしゃいます。 

 したがいまして、私は総合的にいろんな角度から見る中で判断をした、これは拡大をし

たのは市独自の施策と言ってもいいと思うんです。 

 財源的にも非常に、今、３番議員がご指摘をされますように、将来とも成り立つんかい

とおっしゃるんですけども、今の段階では私は、年頭のあいさつでも申し上げましたよう

に、でき得る限り始末をする部分は始末をして、そしてやるべきことはきちんとやるとい

う面で考えなきゃならんというのがあるんです。 

 そして、資料を私が取り寄せてみますと、うれしいことには過去３ヵ年間のデータを見

ますと、死亡者が全体で見ると、１７年度の結果は４６６人に対して、出生が１８４人、

それでこれは旧４町のそれぞれのデータも集約してみますと、うれしいことに１６年から

１７年度にかけては、出生が１９人プラスになっている。 

 これはどこまでも、住民基本台帳をもとにしたデータでございますが、やはり波があり

まして、全体的には、少し長くなって申しわけないんですけども、昨年の１０月１日の国

勢調査によりますと３０，７７６人いました人口が２９，９３６人というふうに３万を切

りました。 

 しかしそんな中で、やはり私は施策の中で、人口がバロメータになる地方交付税の算定

基準、そういうことも考えて、でき得る限り人口が多い方がいいということの中の一つに、

子どもの対策については十二分に改良しながら、何とかやっていきたいという思いでござ

いますので、ご指摘のように市民からの要望も私の方の考え方も、総合的な判断をして、

今回の施策に踏み切ったわけです。 

 以上です。 

○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

 山木議員。 

○１７番（山木信勝君）  大体わかったんですが、拡大部分の財源については、すべて

一般財源ということであります。 

 後ほど出てきます高齢者運賃の廃止、これと合わせましたら、軸足を高齢者対策から少

子化対策に、軸足をどうもかえておるようなことは思うんですが、本当にこれが少子化対

策につながるのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（田中達美君）  津山助役。 

○助役（津山直登君）  お答えいたします。 

 少子化対策につきましては、これまでも何度も議論いただいておりますけれども、とに

かく幅広い施策を講じていく必要がありますし、国の方でも担当大臣まで今回ですね、設

置をされたような状況でございまして、今後どういうふうな形でいろんな施策が打ち出さ

れてくるかわかりませんけれども、我が方といたしましても、昨年４月にですね、「次世

代育成対策」ということで計画を策定をいたしまして、いろんなメニューを提供しており

ますけれども、やはりその中のですね、やはり一つの大きな柱といたしましては、子育て

家庭、子育て世代のですね、経済的負担をやっぱりいかに軽減するかというのがですね、

やはり一つの大きな柱であろうというふうに思っておりました。 
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 そういう中で、どういう施策があるかということの中で、いろんな検討をしておったわ

けですけれども、他団体等の状況、これからの動きも踏まえましてですね、その辺を見ま

すと、こういうところもですね、一つ重要な要素ではないかということでですね、お願い

をしておるということでございまして、大きな意味でのですね、政策システムになるかど

うかちょっとわかりませんけども、今回はたまたまこういう議会でですね、議論したので

そういうことになったということでございまして、そこまでのものではございませんけれ

ども、少なくとも次世代育成対策の大きな柱であるということは間違いないというふうに

考えております。 

○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

 鎌田議員。 

○１６番（鎌田哲彰君）  私は、このことに関しまして別に反対の立場ではありません

けれども、先般、文教厚生常任委員会にですね、参考資料として提出された中でですね、

乳幼児医療公費負担制度の各市町の状況というのを、我々はいただいておるわけなんです

ね。 

 今回、我々委員は、それはある程度理解はできておりますけれども、ほかの委員さんは

それを見たことがないと思うんですよ。 

 今回のただその文言を、その場所だけを抜粋されたようなことで判断しろとか、今の説

明だけではですね、もっと判断しにくいんじゃなかろうかと。 

 そうすれば、この資料を皆さんにお配りしてですね、例えば江田島市は自己負担金の徴

収があり、それは県制度に同じである、対象年齢は今回から小学校３年生までで、入院に

対してですね、通院も同じである。 

 よそはいろんなところがありまして、就学前までと、あとは小学校６年生まで、先ほど

の説明のとおりなんですけども、入院に関しては小学校６年生までで、通院に関しては就

学前までだと。 

 ほかには例えば、廿日市・庄原等は自己負担がなく入院通院とも無料とか、それは就学

前までというふうな制度があるということをですね、ある程度皆さんにお示ししてですね、

その上でもっといろんな協議をしていただければ、みやすく理解できるんじゃないかと思

います。 

 それと、要望なんですけども、そうした常任委員会ですね、文教厚生常任委員会を先般

までいろいろしてきたわけですが、そのときのある意味協議内容等々を、ある意味委員長

さんから報告をしてもらうとか、それを参考にしてですね、また判断されるべきだと思う

んですが、いかがでしょうか。 

○議長（田中達美君）  津山助役。 

○助役（津山直登君）  議会運営はですね、委員会運営の中身のことにつきましてです

ね、執行部でどうこうということではございませんけれども、一般的に言いますと、議会

で提案させていただいて、委員会に付託されたものにつきましてはですね、委員長からま

た議会の報告というようなこともございますでしょうけれども、閉会中の一般的な審査に

つきましてですね、そういうルールをもたれるかどうか、これはまた議会のですね、ご判

断というものだろうというふうに思いますが、今のところですね、まだ江田島市のですね、

方針についてまだ決まったものがないという状況の中でですね、とりあえず今回につきま

しては、いろいろ問題が大きいところもございますので、所管の委員会の皆様にはですね、

情報提供という形でですね、いろんなご相談をさせていただいたという経緯があったとい
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うことでございますので、その辺はご理解をいただきたいというふうに思っております。 

○議長（田中達美君）  鎌田議員。 

○１６番（鎌田哲彰君）  分かりました。 

 ただしですね、先ほど申しましたように、各資料をですね、常任委員会に提出された分

かりやすい資料が実際あるわけですから、それをこの議案に付けていただければ、例えば

先ほど言いました状況であるとか、一部負担金とはどういうものなのかとかいうことなん

かも、我々全然その常任委員会をしてなければ分からなかったと思うんですよ。 

 ほかの皆さんは分かっておると言われればそれまでなんですけども、そういった資料を

できれば事前に提出していただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（田中達美君）  津山助役。 

○助役（津山直登君）  議会をですね、招集をお願いするときに議案の説明等させてい

ただいておりますけども、そういったものを活用いたしましてですね、できるだけ資料を

ですね、提供させていただくように考えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたしました。 

 これより、「議案第２号 江田島市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例案につ

いて」を起立により採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

 起立全員であります。 

 よって「議案第２号 江田島市乳幼児医療費支給条例の一部を改正する条例案につい

て」は、原案のとおり可決されました。 

 

           日程第６  議案第３号 

 

○議長（田中達美君）  日程第６「議案第３号 江田島市高齢者旅客船等運賃助成条例

等を廃止する条例案について」を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  議案第３号でございます。「江田島市高齢者旅客船等運賃助成

条例等を廃止する条例案について」でございます。 

 高齢者等に対して実施しております旅客船の運賃助成を廃止することに伴いまして、現

行条例を廃止する必要がありますので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によりま

して、議会の議決をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（田中達美君）  横杉福祉保健部長。 
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○福祉保健部長（横杉哲治君）  それでは、「議案第３号 江田島市高齢者旅客船等運

賃助成条例等を廃止する条例案について」ご説明を申し上げます。 

 １２ページをお開きをいただきたいと思います。 

 この条例は、高齢者・障害者及び通院のために旅客船を利用する場合に実施しておりま

す、旅客船の運賃助成制度を廃止するものでございますが、これは次の日程第７で提案を

いたします「大柿町重度心身障害者年金」や要綱実施のため今回は提案いたしておりませ

んけれども、「福祉タクシー乗車助成券交付事業」も合わせて廃止することによりまして、

いわゆる１市４制度の解消を図るものでございます。 

 条例の中身は、まず１ 江田島市高齢者旅客船等運賃助成条例、２ 江田島市障害者旅

客運賃助成条例、３ 江田島市通院等旅客船運賃助成条例をそれぞれ廃止するものでござ

います。 

 附則といたしまして、施行期日を１８年７月１日とするものでございます。 

 以上で、「議案第３号 江田島市高齢者旅客船等運賃助成条例等を廃止する条例案につ

いて」説明を終わります。 

○議長（田中達美君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 石下議員。 

○１２番（石下洋子君）  この高齢者旅客船等運賃助成条例を廃止される理由をお聞か

せください。 

 それからその事業に必要な経費は、年間幾らかかっておりますか。 

○議長（田中達美君）  横杉福祉保健部長。 

○福祉保健部長（横杉哲治君）  石下議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 ご承知だと思いますが、合併前の旧４町から引き継いだ単独福祉事業として、ただいま

提案させていただいております旧能美町、それから旧沖美町の「高齢者旅客船運賃助成事

業」、旧能美町で実施しておりました「障害者旅客運賃助成事業」、それから「通院等旅

客船運賃助成事業」がございます。 

 それから先ほど申し上げました、次の日程第７で提案させていただきます、旧大柿町の

「重度心身障害者年金支給事業」、それから旧江田島町で要綱によって実施しておりまし

た、重度障害者に対します「福祉タクシー乗車助成券交付事業」、これらがございます。 

 これらの事業につきましては、今年度、航路を限定しながらも対象を全市に拡大したり、

あるいは廃止を前提としながらも激変緩和措置として障害者年金額の支給額を半額にした

り、あるいはタクシー乗車券助成を対象航路のない地域に限定して少し拡大するなど、合

併によります急激なサービスの低下を防ぐため、工夫を凝らしながら実施をしたところで

ございます。 

 しかしながら、この制度がいわゆる１市４制度ということでございまして、市民の不公

平感の解消に至らなかったというものでございまして、これを仮に全市へ拡大をいたしま

してやりましても、国の三位一体改革など財政構造改革の影響もございまして、財政的に

は極めて困難で、不公平の是正ができないというようなことから提案しておりますように、

「高齢者旅客船運賃助成事業」「障害者旅客船運賃助成事業」、それから「通院等旅客船

運賃助成事業」を４月以降３ヵ月の周知期間を設けて廃止させていただくとともに、あわ

せて「重度心身障害者年金支給事業」「福祉タクシー乗車券助成事業」についても廃止を
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いたしまして、１市４制度の解消を図るということが、廃止の理由でございます。 

 それから、事業のこの３事業の事業は幾らかということでございますが、１７年度所要

額で見ますと、約３，３００万ということになってございます。 

○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

 新家議員。 

○１５番（新家勇二君）  江田島市の財政状況がいいようには思ってないわけでござい

ますが、この議案につきましては、ある意味拡大した後に廃止という形をとっておるので、

こういう財政状況にあるというのは、担当課長をはじめ、皆さん十分承知していたはずだ

と私は考えております。 

 もし、こういうことが分かっているのであれば、なぜ拡大したのか、縮小しながら廃止

していくという段階的な廃止をするべきではなかったのかと考えます。 

 その点について、ご説明ください。 

○議長（田中達美君）  曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  拡大をやりながらなぜ廃止するのかという質問でございます。

その見通しが甘いんじゃないかとご指摘のようでございます。 

 しかし、私は今まで議論をしてきた中で、合併前の問題、そして合併後の議論の中で、

やはり先ほど部長が申し上げましたようにですね、異なった施策を同じ市内で行うという

ことは、基本的には改めるべきであるということを前提にしながら、議会でもご議論いた

だき、そして１年間は範囲を拡大しようというふうに議決をいただきました。 

 私の方の思いは、この１年間ほどさせてもらったんで、できればもう３月いっぱいで廃

止という方向で、このときもニュアンス的にはご指摘をいただいた議員の方々もお分かり

だったと思うんですが、１７年度で一応これは廃止にしようという私の思いは伝わったと

思っておるんです。 

 今、部長が申し上げましたように、周知期間も含めて６月いっぱいまでは経過措置とし

て置かしていただき、廃止をしようということでございますので、ここはひとつご理解を

ひとつ。 

○議長（田中達美君）  新家議員。 

○１５番（新家勇二君）  市長のおっしゃることは十分分かるわけでございますが、あ

る意味、特に能美町・沖美町の対象者の方々は乗船が限られますが、江田島町・大柿町に

も拡大されましたので、ある意味「まさか１８年度に廃止されるいうようなことは、毛頭

思ってなかった」という先般の老人会・敬老会・各種団体の人も協議した中で、そういう

声が非常に大きく、理解してもらいがたいという状況になっているわけでございます。 

 その中で、私が先般の１２月１３日の議会終了後に、能美町・沖美町の委員は福祉保健

課長の方から、ある程度のこの廃止案についてのかん口令等、こういうふうに廃止してい

きたいという、これだけはやめてくれという、３ヵ月で終わるんだけはやめてくれという

のを、みんな要望したんですよね。 

 そのやめてくれいう分を今回出ておるんで、せめて回数制限を設けてくれんかと、同じ

金額の中の枠の中でやってくれんかと、職員が汗をかいてくれればいいんじゃないかと、

ポンと切る方がそりゃ簡単ですよね、今のまま継続していくより。 

 そういうところをね、なぜ理解してくれなかったかもう１回お願いします。 

○議長（田中達美君）  津山助役。 

○助役（津山直登君）  議員のご指摘の件につきましては、ご要望等もいただきまして
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ですね、中でも実はいろいろ検討いたしました。 

 経過措置のあり方という意味での話だろうと思いますけれども、一応、先ほど市長も申

し上げましたように、廃止する方向というのはですね、議員の方もですね、ある程度ご理

解をいただいた上での話というふうに受けとめましてですね、じゃあどういう形でのソフ

トランディングを図るべきかということについては、いろいろ議論いたしたわけでござい

ますけれども、先ほどおっしゃったように、回数制限を設ける案とかいろいろありますけ

れども、例えば今回の制度の問題のですね、根幹と言いますのは、その回数の多寡の問題

ではない、財政状況だけの問題ではなくてですね、やはり市全体としてこの１年間やって

きましたけども、さらに不公平感がやっぱり高まったという問題ととらえます。 

 やはり利用しようと思っても、実質的には利用できないという地域がかなりあるという

中での不公平感。それから、やはり島外のいろんな施設利用に支援をするんじゃないかと

いう、島内業者からのいろんな批判。それから公営船という、能美町の中で言えば公営船

というのを持っておりまして、公営船の支援につながるんじゃないかという民情圧迫の問

題。 

 いろんなですね、問題点もございました中でのですね、じゃあ経過措置をどうするかと

言うたときに、今おっしゃったような回数制限の問題であるというようなことはですね、

また新たなですね、そういうふうなことに対して応えたところではなくて、また新たな仕

組みと言いますかですね、そういうものの議論が必要であるということでありまして、そ

の制度をやはり廃止するとなりますと、今の中でのソフトランディングを図る期間はどれ

ぐらいかという議論をですね、やっぱりするのがベターであろうという結論に達しました。 

 それからもう一つは、当初、せめてじゃあ半年ぐらいはというふうなご議論がございま

したので、本来でありますとこういう議論もですね、予算査定の中で整理をいたしまして、

３月議会で予算とともにですね、提案をさせていただくのが筋のものだろうかとは思いま

したけれども、こういう形でですね、無理に臨時会を開いてですね、ご議論をいただきま

したのは、そういったような周知期間という問題もございましたので、できるだけ早く市

民の方々にもですね、周知をさせていただくという意味で、先ほど市条例もそうですけれ

ども、１月という時期にですね、議会を開かせていただいて、予算前ということでありま

すけれども、答申決定だけさせていただくという意味で、それで７月まで考えますと、こ

れから７月ということになりますと、ある程度５ヵ月ぐらいの期間もございますので、そ

ういう意味でのですね、経過措置をより長期にとる方がベターではないかということで、

今回の臨時会を開いた提案ということを含めましてですね、経過的な意味というふうなご

理解をいただければいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、いろいろ議論し

た結果ということでですね、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（田中達美君）  山本議員。 

○１１番（山本一也君）  説明を聞かせたいただいて、多少は理解できる部分があるわ

けです。 

 理由として、４町の単独事業を廃止をしていくという説明で、それでそういうふうに理

解していいんですよね。 

 そういうところで理解しますけど、なんで廃止をするのか言うたら、市民の中の不公平

感を、感情を止めるためにいうことでありましたが、それじゃあ旧４町であった単独事業

は、じゃあ間違いだったんかいうことになるわけです。 

 私はそれぞれの町が、それぞれの福祉事業で単独にやってきた、これは大変ないい結果
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の問題だと、私は今まで思っておったわけですが、それを否定されるいうことは、非常に

心苦しいものがある。 

 例えば、不公平感をなくするんであれば、４町の事業をいかに大事にしていくかという

努力が必要ではないかと。 

 そうした結果、財政難でどうしても続けることができない、そういうものをそういう期

間があってもいいんじゃないかというような気がするんですよ。 

 ただ単に、不公平感を、市民の不公平感をなくしていくという短絡的にやられたんじゃ

あ、私は納得できません。 

 特に、この取り組みというのは、弱者切り捨てです。行政の中にも助成事業、助成を受

けておるものたくさんあります。そうしたものも廃止をした後に、私は弱者に対する取り

組みの中で、こういうように削減していきますというんなら、納得はできるわけです。 

 そこらのところを考えてやりましたか。 

○議長（田中達美君）  曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  １１番議員にお答えします。 

 いわゆる各町のバランスをとるという面があります。そういう中で、先ほど申し上げま

したように、合併前からこの議論はずっと続けておりました。 

 やはり、同じような施策を全市的に施行すべきだというのは、皆さんもよくお分かりに

なっておると思うわけです。 

 こういうアンバランスなところの努力をしながら、それも議論の中に入れたかどうかと

いうことですけれども、今までの議論の中では随分と激論も交わしました。 

 切るということじゃなくて、不公平感を是正をしていくということで１年間はやらせて

いただく。そういう面でやっぱり部長が最初申した中でも、財源的な問題もあります。そ

れと、これからやらなきゃならんことは、山ほどあるわけです。 

 と同時に、高齢の方にもやはりある程度の役割分担、これもやっていただかなきゃなら

ん、今からは元気な年配の方々に活躍の場を、地域間交流も含めてやっていただかなきゃ

ならんという思いから、何と言ってもこの事業については、廃止をさせてもらって、みん

なが知恵と汗、努力によるこれからの進み方、将来に向けてのあり方をしっかりとやって

いこうというのが、私の提案でございます。 

 ご理解をいただきたい。 

○議長（田中達美君）  山本議員。 

○１１番（山本一也君）  言われることはよく分かるんですよ。 

 元気な人に対してというのは、当然やってもらわにゃならん思うんですよ。 

 でも、どうしても必要な方に対しての、特に代案はあるんですか。それを聞きよったん

ですよ。 

 要は、全部廃止にするんじゃなくして、見直しというものが必要ではないのか、例えば、

このかかる経費が３，３００万とおっしゃいました。じゃあ、江田島市全域、旧４町のと

ころで、どの町からも船は出ております。 

 そうしたところに、この削減ですから、まるまる使っていいとは言いません。半分ぐら

い削減して、それぞれの地域で航路にお願いをしてそういう助成券ですか、いうことも私

はあっていいんじゃないのか。 

 いわばこれがなく、例えば体を悪くして、島には総合病院がありません。どうしても

呉・広島の病院に通わにゃならん方がたくさんおります。 
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 そうした方たちの取り組みが、もう代案あるんですか。 

○議長（田中達美君）  曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  この施策を廃止をしまして、それじゃあいよいよ病院へ真に通

院をされる方の助成を考えておると、考えてないです。もう６月過ぎましたら、この制度

はなしにしようということですから。 

 そして、先ほどおっしゃいましたように、全航路への派生的な問題を含めて議論したと、

これは昨年の当初予算のときにも議論がございまして、少なくとも全航路にこの制度を適

用したときには、財源的にとてもじゃないがたち打ちできないいうこと等も、議論の中に

あったはずです。 

 せめて１年間は、既存の制度を使って適用を受けないところもその航路に乗ればできる

ように、せめて１年間やろうじゃないかということでございましたので、ご理解賜りたい

と思います。 

○議長（田中達美君）  山本議員。 

○１１番（山本一也君）  要は何ですね、今後、江田島市のあり方というのは、「弱者

切り捨て」という方針、そういうもので私考えておっていいんですか。 

 私が言いたいのはね、全航路にすべての助成言うんじゃないんですよ。今まで利用され

た方に何ぼかのものがある。ね。それを半額に削って、例えば１回乗船したら今４５０円

ぐらいですかね、それを２００円ぐらいの補助、１５０円の補助いうことも考えられたか、

そのことで大変に助かる方たち、たくさんおるんですよ。 

 助成事業言ったら、いつかも話題になっておりましたが、漁船の保険料の問題もありま

すよね。こうしたものはほうっておって、弱者の部分だけの切り捨てというのは、私はど

うも納得できません。 

○議長（田中達美君）  曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  弱者切り捨て、すべての弱者を切り捨てかと、極めて厳しいご

指摘でございます。 

 決してそうではございません。 

 今からも今後も、それをやらなきゃならんことを踏まえて、今、節約できる部分は節約

しようと、それは財政面からです。 

 しかし、私はやはり制度が、あるところにはあって、こっちにはないんだというふうな

制度のあり方を今回見直して、その議論の中にもいろんな他町が激論する中で、今ご指摘

のように、せめて自分のうちで拡大を持続すべきだという議論もありました。 

 しかし、私は私の方針として、この際ご理解をいただくいうことを主張しながら、この

案をまとめたんです。 

 ですから、今後、弱者と言えばちょっと言い過ぎかもわかりませんが、今、１１番議員

のご理解の中には、今後もどんどんどんどん切り捨てていくんだというご意見もございま

すが、決してそうではございません。まだまだ体の不自由な方の支援策、法律もできまし

た。 

 いよいよこれも執行していかなきゃならんということでございますので、ひとつ高齢者

の方にもご理解をいただきたいという思いでいっぱいでございます。 

○議長（田中達美君）  山本議員。 

○１１番（山本一也君）  支援保護法が、私がね、保護法が余りにも弱者に、 

○議長（田中達美君）  山本議員に申し上げます。 
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 一応、３回ということになっておりますので、１１時２０分まで休憩いたします。 

                          （休憩１１時１０分） 

 休憩を解いて会議を続けます。           （再開１１時２２分） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 林議員。 

○５番（林 久光君）  今回のこの議案でございますが、今までの説明で大変よく分か

るところもございます。 

 私は、今まで能美町に住んでおりまして、高齢の方がですね、この「わしゃ来年から船

賃がただになるんで。」という、いつもその喜ぶ声をずっと聞いてきたわけですよ。それ

で最近ですよ、ご承知のように年金はですね、非常に厳しく下がってくるし、あるいは介

護保険料はもう飛び抜けて高くなる、非常に厳しい高齢者の方にですね、風が吹いておる

わけなんですね。 

 この問題につきましても、私は以前から何とか、多少の応分の負担は多少しながらでも、

範囲を広げて全部に広げてやっていただけないものかなということは、常に１年ぐらい前

から考えておったんですが、今までの説明ではなかなかそういうことはできないというよ

うなことでございます。 

 そこで、ひとつお伺いしますが、今回はこの３，３００万の予算がもう下りないという

ことでございますが、一応その範囲内ぐらいでこれに代わる代案をですね、ひとつ全市の

高齢者に対してですね、何とか設けてもらいたいという気持ちでいっぱいなんですが、こ

れを何とかですね、別個にですね、考えていただけないものかどうか。 

 広島市内はですね、広電の電車はですね、やっぱり高齢者の優待券があるわけなんです。

呉市営もですね、呉市営バスもやはりあるわけなんです。 

 これに代わるようなものをですね、当市としても何とかやっていただきたいという気持

ちでいっぱいなんですが、そこらあたりを代案の方をひとつよろしくお聞かせください。 

○議長（田中達美君）  津山助役。 

○助役（津山直登君）  今のご指摘と言いますか、ご提案でございますけれども、今現

在、予算査定の真っ最中でございますけれども、正直申し上げまして、今のこの制度につ

きましては、やはり１市４制度の解消ということで、市長が当時から申し上げております

ように、やはり新市の発足に伴いまして、やはり融和ということをですね、大前提にした

場合に、今のような不公平感の生じるような制度は非常に困難であるということでですね、

こういったような制度については、とにかく一たん解消させていただいて、用意ドンの中

で、新しい本市としての福祉政策はどうあるべきかということをですね、議論をスタート

しようじゃないかというのが市長のご指摘でございまして、そういう中で今現在、今年度

末には長期総合計画の基本構想を策定いたします。 

 それから、来年度は基本計画の実施計画というものを策定していく中で、具体的な措置

をどうするかというのを検討してまいります。 

 そういう中で、当然、福祉政策のあり方というのもですね、重要な項目になるわけでご

ざいますけれども、ただいわゆる交通体系というのがですね、本市の場合にはバスで言い

ますと２系統、大きく言えば２系統、それから船で言いますとですね、幾つかの航路も議

員ご承知のようにですね、いろんな系統もございますし、そういう中で本市の交通体系の

あり方というのが、ひとつ議論としてあります。 

 それからもう一つは、基本的にこういったような個人のですね、個人的な給付にかかる
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部分というのはですね、なかなかですね、やっぱり施策としては将来的にやっぱり限界が

ある部分があるんではないかというふうに思っております。 

 やはりこう言ってもですね、個人的な給付になりますともらえる人ともらえない人の基

準でありますとか、もらえるということに対しての合意形成と言いますかね、そういうも

のができてないと、なかなか給付政策というものは難しいんではないかというふうに考え

ております。 

 そういう中で、よく言いますように、とにかく人間というのは「足らざるを憂えるより

も等しからずを憂うる」と言いますかね、そういう部分がございますので、そういう点も

配慮しながらですね、本市としてのあり方について、ぜひともですね、少し検討、研究の

ですね、猶予を与えていただく、この制度をやめるから何か代案をというようなことには

ですね、なかなかなりにくい面があるということはですね、ご理解をいただきたいなとい

うふうに思いますが、ご指摘の点も含めまして、本市としての福祉制度のあり方というの

についてはですね、きちっとまじめに議論をしていくという格好でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（田中達美君）  胡子議員。 

○４番（胡子雅信君）  今回のこの議案につきましては、いろいろ今ご説明の中でいろ

いろ私も納得する部分もあり、市統一の制度をつくっていきたいというふうに考えていら

っしゃると理解します。 

 今、この高齢者の旅客船等の運賃助成金を７月から廃止するというお話でございますが、

一方で、江田島市が運営している高速船事業の運賃の値上げを、既に運輸局等に申請され

ているというふうなお話も聞くんですが、そことの真偽、それが正しいのかどうか。 

 もし正しいのであれば、大体どれぐらいの運賃値上げを考えているのか、その点をちょ

っと教えてください。 

○議長（田中達美君）  船の値上げのこというんですか、そういうことはちょっとこの

本議案と関係がないので、答えられる範囲で。 

○４番（胡子雅信君）  高齢者の方々の運賃の助成を廃止するということでございます

ので、今、高齢者の方々の助成をどんどんどんどん切り捨てるというふうな動きになって

いるというふうな議論もあったと思うんですが、さらに追い討ちをかけるようなことにな

るのかなということで、質問させてもらいました。 

○議長（田中達美君）  船の運賃の値上げの話とこれを切るいうことは、全然別個の話

でですね、予算上のことは全然違う仕組みになっているんですよ。 

 この助成のことについては、福祉保健部の福祉関係の予算が出ておるんです。船の値上

げ、値上げじゃないいう部分は、企業会計で船の公営企業として、船の運営をしておるん

で、それはまたこれがやめるとかやめないとか、本当は船から言うとですね、やめてもら

わん方が本当は助かるんですけど、確実に人が増えますのですね、運賃の値上げとこれと

はちょっと関係がないので、その部分は答えなくて。 

 大越議員。 

○１３番（大越保之君）  私も、この福祉事業の後退だと思って、大変よろしくない提

案だと思います。 

 ７５歳以上の方は、ほとんどの方が年金生活者なんですよね。それで年金も今言われた

とおり、どんどん下がるということで、老人の方が２人で、子どもは出ていき２人で生活

をしているような家庭が多いわけですよ、この島に。 
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 それで病院へ通うにしてもね、始末をして始末をしてからやっと病院へ、広島の方へ行

かれるような状態なんですよ。 

 そこで今、助役が言われた交通体系、長期総合計画ですよね。この計画をもう立てられ

るんであろうと思います。 

 この計画ができるまでにおいては、暫定的にはこれをね、うまくできた時点でこれをも

う一回議論をしてもらって、廃止にするかどうかいうのはええんです。今はそれもできて

ない間にこれを廃止されると、三高の方は特にね、病院がないんですよ、総合病院は。小

さい医院があるのみですよ。ほとんどの方が広島の病院へ通院されるような格好なんです

よ。 

 そのときにね、安い年金で一生懸命頑張って通院して大変らしいです。 

 それと両方の方がおられれて、一人の方が入院されるんですよ。それやったら病院へ一

人でおるのは、大変高齢になって寂しいらしいです。毎日ね、付き添いの人にも来てほし

いようです。その方が国民年金だったら、この頃そんなにないんですよ。 

 それがほとんど運賃で１ヵ月とか、そういう消費されるようなつぶれるような格好にな

るんですよ。 

 そういうところも考えてあげてからね、ただこれを一律にバサッと切るいうんではなし

にですね、もう少し血のある行政をしていただきたいと思うんですよ。 

 そこらのところはどのように。 

○議長（田中達美君）  津山助役。 

○助役（津山直登君）  いろいろ個別のですね、もちろん自治体がやるときには、じゃ

あそれに対してすべて背を向けるのかというような話になりますとですね、非常に心苦し

い点はもちろんあるわけでございますけれども、市の政策と言うて考えた場合に、とにか

く本市として４町が一緒になってスタートするときに、やはり市民の皆様の中にこれだけ

不公平感のある制度を存置することはですね、次の議論に向けてですね、なかなか行きに

くいという状況がですね、この１年間ではっきりしたということだろうと思うんですね。 

 その点を踏まえての、今回の市長の決断ということでございまして、もちろん個別には

給付は減るわけですから、そういう意味ではね、これまでの給付が減ると言うか、持ち出

しが増えるということになるわけですから、経済的な負担を強いることになることはもう、

現実的であるわけでございますけれども、やはり今そういうものが制度的に維持し得る状

況であるかどうかという点でですね、ぜひとも再度ご議論いただいてですね、その中でま

た個別に救済の必要な問題が、一般的に市民全体のご理解のある制度の中であるとすれば

ですね、それはそれとして新しい福祉政策として対応していければいいと思いますけれど

も、今、現状を放置しておくということがですね、市の政策全体に対するやっぱりある種

の不信感という面もありますので、そこをぜひともこの際、解消したいというのが、去年

からの議論だろうというふうに、我々としては求めておりますので、その点はですね、こ

ういう議論がいろいろとあると思いますが、ご理解をいただきたいというふうなのが、率

直な感想でございます。 

○議長（田中達美君）  石下議員。 

○１２番（石下洋子君）  今までいろいろ議論をお聞きいたしましたけれども、今の４

町のこの福祉政策というのは、本当に各町が真剣に考えて住民のためにつくった、本当に

切実な願いのもとにつくられたものだと思うんです。 

 先ほど予算を聞きましたら、３，３００万ということですが、これは全市の予算の０．
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１パーセントか１．５パーセントか、０．ですね、０．１５パーセントぐらいだと思うん

ですね。 

 その予算がどうしても出ないかというふうに、私は考えるんです。 

 この予算がないと言いながら、農道を整備したり、大柿町の農道の整備ですね、それと

か江田島町の林道の整備、公園の整備、そういうふうなところで随分な高額な予算を組ん

でます。これは、緊急にどうしても必要なという事業ではないというふうに思うんです。 

 ですから、こういうところを一時停止してでも、今の福祉政策は維持すべきだと思いま

す。 

 これを除いてね、ほかの政策、重要な政策を考えるために一たんこれを切るというよう

なことは、これ以上重要なことはないと、私は思うんです。 

 本当に住民が、先ほどから言われますように、能美町の方は非常に楽しみにしていると

か、それがないと面会にも行けないとかいうふうな、本当に住民が心から望んでいる施策

だと思うんですよね。 

 それを切ってほかのことをする、考えると言われますが、これを切ってそれ以上重要な

ことがあるでしょうか。 

 それから、不平等感と言うか、そういうものを解消するためだと言われるんでしたら、

先ほど皆さんが言われましたように、縮小してでも維持していくべきだと思うんです。半

額にするなり、３分の１なりして平等にする。 

 例えば、江田島のここでちょっと違う問題ですが、タクシーの助成券なども、恐らく年

間５０万ぐらいの予算だったと思うんですね。 

 それでも、本当、町としては本当にごくわずかの予算ですけれども、それで非常に助か

って、通院するのに助かっていると感謝している方がいるわけです。そういう本当に住民

の人が願っている政策をやめる、やめて平等にするんではなくて、続けながらどうしたら

平等にできるかということを考えるべきではないでしょうか。 

 これをやめて、住民の方が平等になったと喜ぶでしょうか。喜ばないと思うんですよね。

能美の人が喜んで、江田島の人が不平等だというのは、確かにありますけれども、それを

何とかして平等にするように考えるのが、行政の仕事ではないんでしょうか。 

 先ほど申しましたように、予算を削る、平等にするところはまだほかにもあると思うん

ですね。 

 この弱者を切り捨てるのを先にするいうのは、おかしいと思うんですよね。いろんなこ

とを市の事業の中で、削れるところは全部削って、それで最後にこの福祉のところを削る

べきだと思います。 

 何とか維持するように考えていただきたいと思います。 

○議長（田中達美君）  吉岡議員。 

○１４番（吉岡憲伸君）  財政状況が厳しいのも、先ほどからもよく理解できるんです

が、この制度を拡大していくことは、どうやってもこれ不可能なんですよね。ですから、

段階的に縮小してほしいことで、お願いにいったと思うんですよね。 

 ですけども、今回こういった廃止、これ、最初から縮小してほしいことでお願いにいっ

ておるので、これのどこが不公平なんか、私、先ほどから助役の不公平いうのを聞いてで

すね、ちょっと理解できないんです。 

 もう一回ちょっと説明お願いします。 

○議長（田中達美君）  横杉福祉保健部長。 
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○福祉保健部長（横杉哲治君）  この１０ヵ月ぐらい実際にやってみたところでござい

ますが、この利用者の利用状況、これを見てみますと、人数で言ってもあれなんで、率で

言いますとですね、高齢者の船賃の助成は、旧江田島町の方は６．８パーセントの方が高

齢者、失礼しました。全体の利用者の６．８パーセントが江田島町の方です。 

 旧能美町の方は、航路いうことになりますので、これ全体の利用者の中で４７．３パー

セントの方が能美町の方です。旧沖美町の方が全体の利用者の３３パーセント、旧大柿町

の方が全体の利用者の１２．９パーセント、こういう状況でございます。 

 障害者の船賃助成については、江田島町はほとんどゼロに近い、旧能美町は８２．８パ

ーセント、旧沖美町が１０．４パーセント、旧大柿町が６．８パーセント、通院等の船賃

で、旧江田島町の方は０．２パーセント、旧能美町の人は９１．７パーセント、旧沖美町

の方は５．３パーセント、旧大柿町の方は２．８パーセント、こういう形でですね、現実

には航路のある地域に集中をしているということでございまして、これを今のまま経過措

置いろいろ考えて見ましたけれども、例えば半額にするとか、あるいは枚数を１０枚にす

るとか、いずれにしてもですね、この航路をすべてに広げない以上は、どうしても地域間

格差っていうのは解消できない、こういうことからですね、今回提案をさせていただいた

というのが実情でございます。 

○議長（田中達美君）  吉岡議員。 

○１４番（吉岡憲伸君）  重複しますけども、各地域が長年続けてきたものについては

ですね、それぞれ地域性があって、それぞれ理由があるんですよね。 

 ４つの地域がそれぞれ対等で合併したわけですから、まだ合併してまだ１年ですからね、

そういった事例の配慮があってもおかしくないと思うんですがね。 

 これは、どっちにしてもずっと平行線になるんで、回答の方は結構です。 

○議長（田中達美君）  前田議員。 

○３番（前田鎭夫君）  今までいろいろ議論をお聞かせいただきまして、私は私なりに

聞いておったんですが、決して私は大衆迎合主義ではございませんが、よく皆さんの意見

を聞くのにですね、いろんな中で女性会の方とか、市外の方との話をさせていただきます。 

 その中で聞いておりますのは、やはりですね、この制度を利用してですね、本当は市長

さんにおかれましては、これ相当の英断をもってこの条例廃止をされるのだろうと思うん

ですが、この制度を利用してですね、実際に恩恵を受けておられる方がおられる以上です

ね、やはりこれを廃止されるというのは、まさに市行政の後退であるということはもう事

実だろうと思います。 

 ただ、やむを得んということがありまして、この４町の合併のときにですね、制度引き

継ぎをされまして、この制度が地域内の地区感言いますかね、アンバランスになっておる

ということで、江田島の中で意見を聞きますと、これはもうこんなアンバランスなことは

ないよということは、やっぱりよく聞きます。 

 能美の方で聞きますと、これはもう合併のときにですね、やっぱりこれは我々はその条

件じゃないですが、これは制度としてある以上、これは継続してもらえるもんだというよ

うに理解しておるという意見もいろいろ聞きました。 

 そういうこの状況を聞きましてですね、本当は財政状況が許せばですね、これを全航路

に広げたと仮定したら、事務局の方でこれ、シミュレーションされたことがあるかどうか

は分かりませんが、どの程度の財政負担があるのかいう、もしですね、シミュレーション

された例がありましたら、その数字をまたお聞かせを願いたいと思いますが、私は積極的
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ではないにしてもですね、これは全域的に財政事情、あるいは不公平感ということからし

ますと、これは私はもう積極的じゃないにしても、賛成をせざるを得んのかなという感じ

はしております。 

 ただ、先ほど山本議員さんが言われますように、本当に経済的に弱い立場の方もおられ

るわけでございますので、やはりこれは今から市としましても、何か救済の方法を本当に

困っておられる人については、別の角度から救済をしてあげるという方法も、ぜひ提供し

ていただきたいと思います。 

 もう一点、先ほど同じように山本委員さんがおっしゃいましたが、これも多少関連的な

ことになりますので申しわけないんですが、市の財政が厳しい中で、この制度をやはり条

例廃止をせにゃならんという立場になりますとですね、この現在市がやっておられます助

成事業とか補助事業、これを一たんですね、全部を、ちと乱暴なんかもわかりませんけれ

ども、全部を一たん初期化しまして、一たん白紙に戻して、それで本当に真に必要なもの

については、再度それを検討した上でぜひ、助成制度をさせてもらうということもあって

もいいんじゃないかという感じがします。 

 それを含めまして、私はこの件につきましては、もう皆さん議論尽くされたようでござ

いますので、これは採決してもいいんじゃないかという気がいたします。 

○議長（田中達美君）  これをもって、質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 石下議員。 

○１２番（石下洋子君）  この議案の反対の意見を述べさせていただきます。 

 予算がないと言いながら、大柿町の農道整備２億６，０００万、江田島町の林道の整備、

１７年度だけで５，４００万、公園の整備、１７年度だけで２億７，０００万円など、継

続事業だと言って、緊急に住民が必要としている事業でもない事業を続けています。 

 一方で、このような弱者のためのわずかな予算、年間予算の０．１５パーセントを削る、

余りにも冷たい市政と言われても仕方がないのではないでしょうか。 

 市営船を利用している目の不自由な障害者の方は、「広島の日赤へ通院するのにこの制

度を利用して、大変助かっている、何としてもこの制度を残してほしい、合併して暮らし

がよくなると思っていたのに、このようにみんなが喜んでいる制度を廃止するのは許せな

い」と言っておられます。 

 自治体の仕事は、弱者を救済することが基本であると思います。財政が厳しいと言われ

ながら、緊急性のない事業は一時停止したり、財政が厳しいと言われるのなら、緊急性の

ない事業は一時停止したり、他の事業の削れるところはすべて削った上で、最後に高齢

者・障害者の事業を削るべきであると思います。 

 ４町間で不平等であるからと言われるのであれば、多少一人当たりの補助は縮小しても、

全町に広げるべきであると思います。 

 また、不平等なことはほかにもあるのですから、それらのことをすべて解決した後に、

この事業に手をつけるべきであると思います。 

 財政が厳しい中ではあっても、多くの住民が希望しているこの制度を残していただきた

いと思います。 

 よって、この議案には反対いたします。 

○議長（田中達美君）  越野議員。 
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○１番（越野哲也君）  １番、越野です。 

 賛成の討論を行います。 

 私は、この議案に、「江田島市高齢者旅客船等運賃助成金等を廃止する条例案につい

て」賛成の立場で討論をいたします。 

 この３つの条例については、弱者救済、福祉の増進を目的にした点では、非常によい条

例だと、私も思います。 

 しかしながら、助成する区間に、先ほどからもお話が出ておりますけれども、地域差が

ありまして、高齢者については、江田島市企業局・芸備商船・ウィングロードの３航路、

その他の障害者療養通院助成は、江田島市企業局のみとなっております。 

 きょうの中国新聞にも掲載されておりましたが、そのほかの私の住んでおります切串か

ら広島、そして天応へ行く航路、それから小用・秋月・柿浦・大君から呉へ行かれる航路

につきましては、全くこの条例の恩恵に預かっておりません。不公平な制度との批判の声

どころかですね、利用できない多くの市民の方からの不満の声が上がっているのが現状で

す。 

 また、高齢者の方もまだまだ壮健であられ、７５歳以上の方がすべて弱者という考えは

いかがなものかと考えております。 

 極論かも分かりませんけれども、所得も蓄えもある方が、広島港からですね、高額の交

通手段で出発されている方も、私も見ております。 

 私は正直申しまして、私の子どもが障害を持っておりますので、障害者の父として発言

いたしておりますけども、すべての地域にですね、この航路にこの運賃の助成をすること

が、財政に難しいのであるのでありましたらですね、すべての市民が公平になるように、

一時この条例を廃止としてですね、本当に困る人のために代案をですね、執行部の方に宿

題としてですね、きょうお預けしてですね、本案に賛成するものといたします。 

 以上です。 

○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

 鎌田議員。 

○１６番（鎌田哲彰君）  失礼します。 

 私は、この条例案につきまして、反対の立場で意見を述べさせていただきます。 

 その理由のまず第一に、能美・沖美両町の住民に対し、この制度の廃止理由を明確に説

明ができておらず、余りにも性急過ぎるのではないかと思います。 

 第二に、市長が合併前、４町長会議において、１７年度までこの制度を実施し、それ以

降は廃止することを決定済みで、１７年度だけ航路を限定し、全市に拡大して実施したこ

とが周知徹底期間だったと答えられましたが、我々議員や市民もそんな協議は全く寝耳に

水であり、またそのときの取り扱いの文書にも、１８年度から廃止するとは一切記載はさ

れておりません。 

 合併して１年と２ヵ月を経過しましたが、現在の江田島市の財政も倒産寸前であると聞

きます。 

 経常収支比率も９９パーセントを越え、自主財源である収入の市税よりも、支出の人件

費の方が大きく上回っており、既に賄えない状況に陥っていることなども要因でしょうが、

ほかに削減すべきものがたくさんあると考えます。 

 例えば、先般も意見がありましたように、教育委員会も今後統廃合される校舎に移すこ

とや、空地のまま放置している高い国有地を返却するなどの自助努力をすることがまず先
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決ではないかと考えます。 

 また、財政面から言えば、先ほど石下議員も言われましたけれども、同じ福祉対策事業

である江田島市次世代育成支援行動計画の公園整備事業には、旧江田島町の３ヵ所だけに

２億６，０００万円が簡単に計上され、長年継続されている船賃助成のただいま３，３０

０万と聞きましたが、私聞いたときには２，６００万円いうふうに聞いておりますが、そ

の２，６００万円の補助金はみやすく切り捨てられるということは、納得しがたいものが

あります。 

 今後、介護保険料も見直しが図られます。１７年度までは江田島町４，５７５円、大柿

町３，９５０円、能美町３，８００円、沖美町３，４００円でしたが、１８年度から統一

された場合、幾らになるのでしょうか。今の財政から考えると平均をとって３，９３０円

ぐらいか、もしくはもっと上げなければならないのか、難しい問題だと思います。もちろ

ん国保料も当然のことでしょう。 

 合併前の「サービスは高く、負担は低く」との前提であるならば、新市に引き継いだサ

ービスは継続し、税・料の負担は一番低くなるのが当たり前でしょうが、それも無理も言

えない状況にあるのは、かくも承知でございます。 

 しかしながら、我々に相談に来られる方々は、「合併して何がよかったのか。旧能美町

でできていたことが何もかもできなくなり、負担ばかり上がっていく。あなた方議員は何

の役にも立たない」とまで言われ、怒られっぱなしでございます。 

 住民の気持ちも理解もできます。ですから、６月末でこの制度を廃止するのではなく、

それであるならば、先ほどいろいろありますけれども、補助率を下げてでも全市民に波及

するとか、せめて１８年度いっぱいまでこの継続をしていただけないものでしょうか。 

 我々議員も、昨年の１０月に選挙したばかりで、その折に「この制度はなくならないで

すよね」という質問に対し、「そう思います」と答えてきたばかりでございます。それを

いきなり廃止するということになりますと、住民にうそをついたことになりますので、ど

うかよろしくお願いをいたします。 

 以上のような理由で、この条例案の廃止には反対をいたします。 

 再考のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

 沖議員。 

○２２番（沖 也寸志君）  失礼します。２２番 沖 也寸志でございます。 

 私、この「江田島市高齢者旅客船等運賃助成条例案を廃止する条例案」に賛成でござい

ます。 

 いろんな皆様、いろんな議員の方がいろんなお話をされました。どうも私は最後のよう

で何か何のようなんですけれども、私の思いを述べさせていただきます。 

 何回もお話が出ましたけれども、合併をする、その合併協議、４人の町長会議において、

平成１７年までは各町の現行事業を継続実施するということになっており、このまま続い

ておるわけでございます。その後については、廃止を含めた検討事業になっているという

ことでございます。 

 船賃助成制度については、大正汽船・ファーストビーチ・上村汽船・瀬戸内物流、芸備

商船等、各汽船会社で連名で市長に対し、「公正で公平な制度を望む」として要望書も提

出されております。また、一部の航路だけ優遇するのはいかがなものかとの市民の声もご

ざいます。 



-２７- 

 全航路に拡大をすると、今朝新聞にも出ておりましたけれども、１億１，０００万以上

の金額がかかるということでございます。これ、どう考えても不可能でございます。 

 それらを思うときに、やはり県の補助、そういったものが見込めないのでもあるわけで

もございますから、苦渋の選択として廃止もいたし方ないと思っております。 

 いずれにしましても、問題は山積しておりますので、本市執行部におかれましては、高

齢者福祉をはじめ、国や高齢者から次世代育成にシフトしている状況の中ですね、今後と

も市民の福祉の向上に一層努められるよう、切にお願いするものでございます。 

 よって、私はこの条例案に賛成をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたしました。 

 これより、「議案第３号 江田島市高齢者旅客船等運賃助成条例等を廃止する条例案に

ついて」を起立により採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

 起立多数であります。 

 よって「議案第３号 江田島市高齢者旅客船等運賃助成条例等を廃止する条例案につい

て」は、原案のとおり可決されました。 

 

           日程第７  議案第４号 

 

○議長（田中達美君）  日程第７「議案第４号 江田島市大柿町重度心身障害者年金条

例を廃止する条例案について」を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  議案第４号でございます。「江田島市大柿町重度心身障害者年

金条例を廃止する条例案」でございます。 

 江田島市大柿町に住所を有する重度身体障害者及び重度心身障害児を養育する者への年

金支給を廃止することに伴い、現行条例を廃止する必要がありますので、地方自治法第９

６条第１項第１号の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

 詳しくは、福祉保健部長をして説明申し上げます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（田中達美君）  横杉福祉保健部長。 

○福祉保健部長（横杉哲治君）  それでは、「議案第４号 江田島市大柿町重度心身障

害者年金条例を廃止する条例案について」ご説明を申し上げます。 

 １４ページをお開きをいただきたいと思います。 

 内容は、先ほどご可決いただきました高齢者等の旅客船運賃助成と同様に、１市４制度

を解消させていただくため、大柿町に住所を有します重度身体障害者及び重度心身障害児

を養育する者に対する年金資金制度を廃止をさせていただきます。 

 条例の本則で、「江田島市大柿町重度心身障害者年金条例は廃止する」としております。 

 附則の第１項といたしまして、施行期日を平成１８年４月１日としております。 
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 附則第２項では、経過措置といたしまして、平成１８年３月分の支払いを行うため、こ

の条例の施行の日の前日、すなわち３月３１日において、現にこの条例による廃止前の江

田島市大柿町重度心身障害者年金条例により支給を受けている者に対する第９条第２項の

適用については、同条の規定にかかわらず平成１８年４月末日までに支給すると規定をし

たものでございます。 

 以上で、「議案第４号 江田島市大柿町重度心身障害者年金条例を廃止する条例案につ

いて」説明を終わらせていただきます。 

○議長（田中達美君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 石下議員。 

○１２番（石下洋子君）  この事業を廃止される理由と、この事業に必要な経費は幾ら

かお伺いいたします。 

○議長（田中達美君）  横杉福祉保健部長。 

○福祉保健部長（横杉哲治君）  失礼をいたします。 

 ご承知のように、この障害者年金制度というのは、旧大柿町におきまして、これまで昭

和４８年から障害者の負担軽減に寄与してきたところでございます。 

 しかしながら、現在では障害者に対します障害基礎年金制度、あるいは障害児に対しま

す特別児童扶養手当のほか、常時介護が必要な方など特別な事情がある場合には、これら

の年金手当に加えまして、特別障害者手当、あるいは障害児福祉手当が支給をされるなど、

制度の発足時点、昭和４８年に比べますと、年金手当制度が充実してきているということ

から、現在では制度の役割は既に果たし終えたというように考えておるところでございま

す。 

 こうしたことから、激変の緩和措置といたしまして、平成１７年度に限りまして、年金

額を半額として実施してきたものでございます。 

 したがいまして、１年間の激変緩和措置が経過したことから、１８年度から廃止すると

いうことが適当ということで判断をさせていただいたことでございます。 

 それから、予算的にどれぐらい今かかっているのかということですが、決算見込みで言

いますと、約４００万ぐらいかかっているというのが現状でございます。 

○議長（田中達美君）  石下議員。 

○１２番（石下洋子君）  障害者の方と普通の健常者の方と比べると、収入が多分障害

者の方の方が少ないと思うんですね。 

 そういうことももちろん当局には分かっていると思うんですが、障害がある人というの

は、やはり交通手段に経費がかかるとか、医療費にかかるとか、普通より多くの費用がか

かると思うんです。障害年金も決して十分な額ではないと思います。 

 せめて、市が幾らかの補助をするというのは、本当に障害者にとっては切実な、ごくわ

ずかのお金でも大事なお金だと思うんです。 

 ぜひこの制度を、本当に４００万というのは市にとってはわずかの費用だと、金額だと

思うんです。 

 何とかこの制度を残して、少しでも広げていく方向で考えられないか、お伺いいたしま

す。 

○議長（田中達美君）  横杉福祉保健部長。 
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○福祉保健部長（横杉哲治君）  ご承知のように、障害者に対する施策は、１２月の議

会でもご質問をいただいて、市長が答弁いたしましたように、「障害者自立支援法」が創

立をいたしまして、市としましても障害者が地域社会の中で可能な限り普通の生活が送れ

るよう、ノーマライゼーションの理念に則り、障害者がその能力に応じ自立して社会活動

に参画し、社会の一員として適応できるような条件整備を図る必要があるということは、

十分理解をしておるところでございます。 

 こうした中で、市といたしましては、いわゆる自立支援法に基づくさまざまな給付を着

実に実施をするとともに、いわゆる地域の実情、あるいは利用者の状況に応じたきめ細か

な事業展開をしたいということで、来年度につきましても、相談支援として「江田島市障

害者生活支援センター」、あるいはコミュニケーション支援としての「手話通訳派遣事

業」、さらに移動支援といたしまして、新たに重度障害者の「外出支援サービス事業」を

立ち上げたり、あるいは日常生活用具の給付などの「地域生活支援事業」を推進したいと

いうように考えておりますので、今回のものについては、この代案として市に必要な障害

者の施策を実施して、他の手法でまいりたいというように考えておりますので、ご理解の

ほどお願いしたいと思います。 

○議長（田中達美君）  石下議員。 

○１２番（石下洋子君）  「自立支援法」というのは、障害者にとっては今までより厳

しいものだというふうに聞いております。 

 今まで無料だったり、ごくわずかの費用を負担すればよかったのが、今度からたくさん

負担するようになるんですね。 

 ですから、今以上に障害者の方は困難な状況になるわけです。そういうときに、こうい

うものを削るというのは、本当に冷たいというふうに言われても仕方がないと思うんです。 

 ですから、この制度も先ほどと同じように、本当に困った方が切実に望んでいる制度な

ので、何とか拡大して廃止しないで拡大していただきたいというふうに思います。 

○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

 越野議員。 

○１番（越野哲也君）  先ほど石下先生からもお話が出ておりますけれども、障害者を

取り巻く環境いうのは、これから随分厳しくなっていくわけなんです。 

 社会進出と言っても、勤める企業も「イズミ」には３名ぐらい今勤めておられると思う

んですよ。 

 そういうこともほかの企業というのは、ほとんどありません。 

 私、個人ごとでございますけれども、私が働いて子どもが障害を持っている場合は、何

とかやっていけるんですけれども、障害者その本人が暮らしている状況ではですね、非常

にその障害者年金だけでは非常に厳しい。バスに乗るのも非常に厳しい状況になってます、

作業所へ行くにしてもですね。 

 ですから、やはりこういった条例についてもですね、今回廃案ということになりますけ

れども、代案としてですね、やはり全市、そしてその形でですね、お話しいただいており

ますけれども、現実を末端のものまで見ていただいて、手厚い保護をお願いしたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

 山本議員。 
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○１１番（山本一也君）  失礼します。 

 二方の先生がおっしゃいました。確か、部長は「自立支援法があるからええじゃない

か」いうようなことですが、決してそんなもんじゃありません。 

 私は、前の船の問題も、今回もなんですが、制度そのものを見直しをしていただきたい。 

 例えば、重度障害者、どこで線引きをしておるのかというものも問題になってきます。

そうしたとこの見直しをしてなおかつ、財政は苦しいいうものがあれば、私はいたし方な

いと思いますが、あえて言うたら４００万程度のことです。 

 ひとつ制度の見直しということを考えていただきたいと思います。 

○議長（田中達美君）  ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたしました。 

 これより、「議案第４号 江田島市大柿町重度心身障害者年金条例を廃止する条例案に

ついて」を起立によって採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

 起立多数であります。 

 よって「議案第４号 江田島市大柿町重度心身障害者年金条例を廃止する条例案につい

て」は、原案のとおり可決されました。 

 

           閉 会 

 

 以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議はすべて終了いたしました。 

 これをもって会議を閉じます。 

 これで平成１８年第１回江田島市議会臨時会を閉会いたします。 

（閉会 １２時１１分） 
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