一般質問

活かせる政策提言は

政策顧問の提言を活かせ

家は︑２ヶ月半前から

髙橋芳夫議員
た︑減反しなければ米

を講じているのか︒ま

るため︑何らかの方策
かしたい︒

きとの点は︑今後に生

会を活かして周知すべ

老人保健施設︑特定施

養護老人ホーム︑介護

から︑山形県が市町村
とともに財政運営の責
任主体となり︑市町村
ごとの国保事業費納付
金の決定や安定的な財
政運営︑効率的な事業
運営など中心的な役割
を担い︑国民健康保険
制度の安定化を目指す
とされており︑市町村
は︑山形県が市町村ご
とに決定した納付金額
を県に納付する仕組み
になる︒
この枠組みに︑４町
村で構成している最上
地区広域連合として加
入するとのことだが︑
どのような恩恵を確保
できるのか伺う︒
五十嵐健康福祉課長
最上地区広域連合のメ
リットは︑４町村でま
とまってやっているこ
とで運営基盤の安定強

ないので理解願いたい︒

に関与することはでき

化ができているものと
考えられる︒また︑検
診の受診率を高めて︑
病気の各疾病の早期発
見・早期治療というこ
とが︑ひいては保険給
付費を抑制したり︑保
険料の上昇を止めてい
くと思われる︒
町長 国民健康保険に
加入されている方の年
齢自体が高いことと︑
広域連合の高額療養費
が２億円を超えている
ため︑健康長寿策にか
なり力を入れて行かな
いと安定的な運営が難
しくなることも考えら
れる︒
引き続き国にも支援
はお願いしながらも︑
支援頼りでは困るので︑
連合としてできる限り
のことはやっていきた
い︒

回答 町 づ く り に 新 た な 視 点 を 享 受

年作付けのため

年度

年か

新聞︑テレビなどの

稲作農家はこのように

がら生産者ごとの﹁生

この会の意見を聞きな

りしなければならない︒ 推進協議会﹂がある︒

早くから作付けの段取

産の目安﹂を示してい

で構成する﹁地域農業

町と農協︑集荷業者等

担を見ると︑みすぎ荘

入所者に係る平均的負

ている︒そうした中︑

の施設利用が増えてき

などで介護を要する方

展する中︑家庭の事情

髙橋議員

について︑町が意図的

酬からくる自己負担分

居住費となる︒介護報

わり︑その差の多くが

応じて自己負担額が変

ため︑入所する施設に

れの施設ごとに異なる

ある介護報酬がそれぞ

全国一律の公定価格で

設入居者生活介護は︑

いく︒

いては今後も勉強して

要介護者への対応につ

も考えられることから︑

の許可が下りないこと

介護職員の不足から県

などが考えられるが︑

では︑みすぎ荘の増床

一方︑利用環境の改善

平成

メ デ ィ ア で は︑

くことに変わりはなく︑ は月額約５万円強だが︑

須藤議員

ら減反はなくなると報

その他の施設では月額

も折あるごとに説明し

ていく考え方について

移させ︑米価も維持し

米の需要を安定的に推

転作を奨励することで

制度はなくなる一方で

ており︑米の直接支払

ては話題として上がっ

ど前からこの話につい

昨年︑一昨年︑５年ほ

制度上︑例えば︑特別

五十嵐健康福祉課長

のではないか︒

しては不公平に感じる

いと︑金山町の住民と

人ホームを同額にしな

みすぎ荘と他の介護老

ームを利用した場合︑

きた人が︑介護老人ホ

き︑町のために働いて

今まで家族のため働

高齢化が進

要介護者の経済的
負担の格差は

道されているが︑最近

２月中旬から３月上旬

約８万円強となってい

稲作農

大石政策顧問からは︑
これまでに３回のご講
演をいただいたが︑主
に︑元総務事務次官と
して携わって﹁地方行

いった内容のお話をい
ただいた︒

平成
価の下落を招く等の回

域に根差した付加価値
の高い産業創出を︒日
本酒・ワイン或いは製
材・運搬・販売に関す
る産業が今後注目され
る な ど ﹂︑ 成 人 式 で は
﹁多くの本を読み良い
本に出合ってほしい︒
ぜひ金山で暮らしてほ
しい︒景気が悪いこと
を ど う 考 え る か ︒﹂ と
いった内容のお話や問
いかけがあった︒
須藤議員 提言として
具現化できることはあ
るのか︒
町長 政策顧問の話の
中からすぐに具体的に
何ができるかというの
は︑はっきり言えない
が︑見つけていくべき
だと思っている︒

の種子並びに肥料農薬
覧周知をもっと早い段

最上広域連合の将来は

等を予約している︒こ
階でできなかったのか︒

になって農家には︑減

にかけて開催する座談

る︒こうした負担の格

財政の課題﹂にポイン
トを絞り︑
﹁東京一極
集中に歯止めをかける
ために地方はよく考え
るべきで︑部市に住む
金山町出
身者にメ
ールで町
広報誌を
定期的に
送るべき
である︒
更には︑
沖縄との
相互交流
をしてい
るが首都
圏の子ど
もとの交
流事業も
必 要 ︒﹂ と い っ た 内 容
のお話をいただいた︒
皆川政策顧問からも
３回のご指導をいただ
いた︒
﹁６次産業で地

のことはより安く購入

反をしなければ米価の

会等を通じて﹁生産の

差をどう考えているの

議員

髙橋芳夫

町には︑

下落を招くという心配

目安﹂に応じた作付け

ある︒
農家の不安を払拭す

てきたつもりだが︑機

みす ぎ 荘 納 涼 会 を 楽 し む （ 7 /1 7）

３０

するための手段であり︑ 丹産業課長

から︑今まで通り減反

３０

への協力を促していく︒ か︒

多くの町民が聴いた講演会（11/27）

議員

須藤典夫
をしようという流れが

３０

須藤典夫議員 政策顧
問の３名の先生に専門
分野の話を︑町民の方
々も聴くことのできる
講演会を開催してきた︒
講演には町づくりに活
かされる提案が多くあ
ったと思われるが︑紹
介していただきたい︒
川崎政策財政監 故岸
宏一先生からは︑育英
生を対象に﹁この頃思
うこと﹂と題し︑
﹁自
身が設立した育英会へ
の思い入れ︒人は変わ
るものだが家族愛や郷
土愛は変わらないもの
であれ︒嘘はダメとい
う発想から公文書公開
条 例 を 制 定 し た ︒﹂ と

一般質問

回答 米需要を安定させ米価も維持
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稲作農家の
「３０年問題」対応は

