
○議長（三宅 耕三君）      ただいまの出席議員は１６名であります。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 １３番、大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   今１２月定例会におきまして、３点の一般質問を行います。 

 １点目は国民保護計画について、２点目は学童保育所について、３点目は宅老所につ

いての質問を行います。明解な答弁をよろしくお願いをいたします。 

 まず最初に、国民保護計画案が作成されました。第１編は総論、第２編は平素からの備

えや予防、第３編、武力攻撃事態等への対応、第４編、復旧等、第５編、緊急対策対処事

態への対応で、９６ページにも及ぶ膨大な計画案となっています。これは政府が今年度中

に計画をつくれと作成を求めているからです。前回の議会に質問をいたしまして、計画が

作成された場合は訓練を実施すると、町長の答弁がありました。私はこの計画は戦争へ

の道で、大変危惧をいたします。それよりも平和政策にこそ力を注ぐべきであるとただしま

したが、計画案ができ上がりました。 

 そこで①、この間、どのような議論が重ねられたのか。住民意思はどのように反映され

ているのか。また、そうした事態を回避するためには、自治体の努力による平和への創出

などの議論がされたのかどうなのか。東員町は非核平和宣言の町です。 

 ②点目は、ホームページに計画案が載っていました。その中で、１１月１５日までに意見

がある方は提出をしてくださいという文言がありました。事前に概要版とか、あるいはプラ

ムチャンネルなどで周知を図ってから意見を求めるべきではなかったのでしょうか。行政

は、いつも町民にお知らせをしましたと言いますが、果たしてホームページでどれだけの

方がこの計画案を見てらっしゃるのか、疑問です。町民からの反応はどのようであったの

か、お尋ねをいたします。 

 ③点目は、とうてい不可能とわかり切っている計画に時間と税金を費やす前に、住民避

難はどのような人員、体制、施設、物資等が必要になるのか。そもそも住民避難は可能な

のかなど、頭上訓練をシミュレーションしてみられたらどうでしょうか。それをすることによ

って、住民の生命・財産を守るために、自治体が何をなすべきか、見えてくるのではない

かと考えますが、いかがですか。 



 ④番目、計画案の中身について、若干、お尋ねをいたします。例えば１１ページの８０歳

以上、８００人の方の移動等への対応、２点目、１５ページ、地域防災計画との兼ね合い、

３点目、１６ページ、４５ページ、内容についての具体的な議論は、４点目、５１ページ、災

害時は大台町と提携をしていますが、この事態ではどこと提携をなさるのか。５点目、６１

ページ、動物に対する配慮等は何なのか。６点目、８０ページ、具体的な想定内容が載っ

ていませんが、どのような内容か。７点目、３３ページ、職員の研修及び訓練等はどのよう

か、町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   大崎議員からご質問の、国民保護計画について、お答えをいた

します。 

町の計画案の策定につきましては、先の９月定例会でも申し上げましたように、町国民

保護協議会の中で議論をしており、これまで２回の協議会を開催し、現在、計画案につい

て県と事前協議を行っているところでございます。 

１０月からは住民の皆さんにパブリックコメントを実施し、意見募集を行いましたが、これ

まで特にご意見などはいただいておりません。現在は、まだ住民の皆さんも現実的な問

題として想定しにくいところもあることから、国民保護に対する意識も十分ではなく、意見も

なかったものと思われます。 

現在、国は都道府県と連携し、国民保護に関する訓練を一部の県で実施されており、

今後、県においても市町と連携して実施される予定であると伺っており、啓蒙・啓発を行う

ことにより、住民の理解も深まるものと考えております。 

国民保護計画は、万が一、外部からの武力攻撃やテロなどが起こったときに、住民の

皆さんがどのように行動すればいいか、あるいはふだんから何を備えておけばいいかな

どを取りまとめたものであり、こうした対応は、地震などの災害時における対応と共通する

ところも多くあります。 

また、計画の中身については、県のモデル計画に基づきまして、町が主体となって実施

する措置等を記載し、県計画と整合性が図られるよう配慮したものとなっておりますので、

よろしくご理解賜りますようお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 



○１３番（大崎 潤子君）   町長の答弁をいただきましたが、計画案の中身については、

今、７点ばかり申し上げましたが、そのことについては１点も触れてないわけですが、それ

については今の段階では全然協議をしていない。協議をしていないのに、なぜここに載せ

られたのかなというふうに、私は今、理解をいたしますが、もう一度、町長の答弁を求めた

いと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   中身につきましては、総務部長の方から答弁させていただきま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 まず住民の意見の関係でございますけれども、東員町の住民の方から意見をいただくと

いうことで、これにつきましてはプラムチャンネルの方で流させていただきまして、東員町

のホームページからの意見募集、役場での計画案の閲覧による意見募集を１０月２０日

から１１月１５日まで行わせていただいているところでございます。それにつきましては、お

問い合わせは現在いただいておりません。方法につきましては、桑員地区の２市２町で、

県も入っていただいた上で、協議の上で、そういう方法を取らさせていただいたところでご

ざいます。 

 個々の中身でございますけれども、まず１１ページということで、８０歳以上８００人の移

動等への対応ということで、これにつきましては高齢者に限らず、障害者等の要援護者の

対応につきましては、武力攻撃事態等があった場合、計画に基づき対処するということで、

具体的な避難経路等につきましては、今後計画策定をするということで考えております。 

 １５ページでございますが、地域防災計画との兼ね合いということでございますが、国民

保護計画につきましては、万が一、外部からの武力攻撃やテロなどが起こったときに住民

がどのように行動すればいいか、あるいはまた、ふだんから何を備えておけばいいかとい

うことを取りまとめたものでございまして、こうした対応は、地震など、災害時における対応

と共通するところが多いというところでございます。 

ただし、地域防災計画のもとになりますのは災害基本法でございまして、武力攻撃事態

などに対処した法律ではなく、災害対策基本法に基づく計画であり、国民保護計画につき

ましては国民保護法に基づく計画であるということで、ご認識をいただきたいと思います。 



 １６ページ、４５ページの関係でございますが、町における平時・緊急時の対応につきま

して、その具体的な議論ということでございますが、職員の、平常時・緊急事態時の対応

につきましては、各部長が協議会の委員に入っておりまして、その内容につきましては協

議会の中で議論をしているところでございまして、今後、県との協議が済み、計画がなさ

れたら、全員にも内容の周知を図るということで考えております。 

 ５１ページでございますが、災害時の大台町との提携の関係でございます。国民保護措

置の実施のため、必要があるときは、他の市町村に応援を求めることができるという規定

がございまして、応援を求める市町との間で相互応援協定が締結されている場合は、協

定等に基づき応援を求めるということで対処したいと思います。 

また、国民保護計画の中で、特に大台町（旧宮川村）との関係につきましては明記して

おりませんが、武力攻撃等の事態が起こったときも、災害時と同様に協力を考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 ６１ページ、動物に対する配慮につきましては、動物の保護等に関して、地方公共団体

が配慮すべき事項については、基本的な考え方といたしまして、飼養、または保管されて

いた家庭動物等の適切な飼養または保管の活動についての支援、危険物等の所有者、

使用状況等の把握及び危険動物を一掃した場合の関係機関との連絡体制の構築を、と

いうことで考えております。 

 ８０ページでございますが、武力攻撃、原子力災害、ＮＰＣ攻撃への対処の関係でござい

ますが、武力攻撃、原子力災害、ＮＰＣ攻撃につきましては、攻撃内容が多様にわたり、

内容規模等が想定しにくい面もございますので、状況に応じて対処する必要があるため、

現時点では具体的に記載をさせていただいておりません。 

 最後に３３ページの職員の研修及び訓練の関係でございますが、職員の研修・訓練等

につきましては、今年度特に考えておりません。今後、県や他の市町と連携しながら、職

員に対しての研修や訓練を考えていくということでございますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   今、部長から答弁をいただいたんですけれど、協議会が、現

在２回行われて事前協議中である。そういう中で、９０何ページにも及ぶ計画案ができて

いるわけですが、これを実際実行するのは東員町です。あってはならないんですけど、万



が一有事になった場合は、自治体自身が主役になるわけですけれど、この法案をつくる

に当たって、地域の諸団体とかボランティア団体とか、そういう皆さんの応援もいただかな

いことにはいけないと思うんですけれど、そういう部分というのは、この協議会のメンバー

には入っていないというふうに思うんですけれど、再度、協議会のメンバーと、今、各部長

が参加をしている、議論はどういうふうですかと尋ねたら、各部長が参加をして、これから

各職員に周知をしていきますということですが、基本的に自治体が中心にならなければな

らないし、それを支えていくのは、いろんな地域の諸団体、ボランティアの皆さんなんです

けれど、そういう皆さんの思いや声というのはどういう形で反映されているのかどうなのか、

そのあたりの答弁を求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 東員町の国民保護協議会の委員のメンバーでございますが、自衛隊の方、県職員、警

察関係、消防関係、電信電話の関係、中部電力の関係、自治会長会の関係、消防団、社

会福祉協議会、内部といたしましては助役、教育長、それから私と生活福祉部長、建設部

長、という形で委員協議会を構成しているところでございます。 

 ただいまの大崎議員のご質問でございますが、先ほど触れさせていただいたわけでご

ざいますが、計画案ということを、町のホームページ、役場での閲覧、そういった形での住

民の意見という形でとらえておりますので、その点ご理解いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   閲覧の時期は終わって、１１月１５日で意見はシャットアウト

されたわけなんですけれど、今後、仮にこのことについて意見を申したいということがあっ

た場合についての取り扱いは、行政の方で受けていただけるのかどうなのかというのが１

点と、この計画は、住民の避難の実行は、先ほど言いましたように現場が市町村で、とっ

ても重い責任があるというふうに思いますし、住民の命や財産に対して責任を負う部署で

あるわけですから、もっと慎重に、今、協議会が２回だけやられたということですけれど、

想定もされないような架空の計画案を、たった２回の協議会でつくることを私は大変危惧

もしますし、もっともっと慎重に、いろんな角度から考えていかれるべきではないかという

ふうに思います。 

先ほど申しましたように、非核平和宣言の町でもあります。そういう意味からいえば、あ

ったときにどうするかではなくて、それをさせないために、行政は平和的な創出措置という

言葉を使いましたが、そういうことについての議論の内容はどうであったかというふうに思



います。今後、この協議会というのは来年に向けて頻繁に行われるのか。９月以降たった

２回ですよね、そのあたりの回数についても伺いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 東員町の国民保護協議会につきましては、現在で２回させていただいております。今現

在のところ、住民からの意見ということで、そういう機会を持たさせていただいておるところ

でございまして、その意見を集約して、保護協議会の方へこういう意見がありましたという

ことで、ご報告申し上げる予定でございます。 

 期限は切れたんですけれど、保護協議会の開催について、時間的な余裕があれば、こ

ういうご意見があったということで、お示しをするということは可能かなということで考えて

おります。 

年越しになりますけれど、第３回の国民保護協議会を開催をして、ある程度、東員町の

最終の保護計画の案ということで出させていただきたいと思っております。第３回目の国

民保護協議会を開催させていただきまして、その後、県とのもう一度協議というか、そうい

った形で進めていきますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   先ほどの私の質問の中で、頭上でシミュレーションをしてみ

られたらどうでしょうか、ということを申し上げました。シミュレーションすることによって、も

っと具体的に細かい部分が見えてくるのではないかというふうに思いますが、その点につ

いてはどうでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 ただいま国民保護計画、今、計画途中の段階でございますので、先ほども大崎議員にも

ご説明させていただきました職員の研修及び訓練という、そういったこともございますので、

保護計画をつくった段階で、その辺につきましては検討したいと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 



○１３番（大崎 潤子君）   保護計画をつくった後にシミュレーションをしてみたいという

ことを、部長はおっしゃっていますが、保護計画をつくった後ではなくて、つくる過程におい

て、頭上でシミュレーションすることは非常に大切ではないかというふうに思います。つくっ

た後、形が決まってからシミュレーションをして、住民はこう動きます、これだけの人員が

必要です、こういう施設が必要ですということでは、私は全く逆ではないかというふうに思

いますので、ぜひともシミュレーションは計画のできる前にきちっと立てて、本当に東員町

の２万６，０００人の皆さんをどのように避難させることが一番いいのかどうなのかというこ

とが、私は一番大切ではないかというふうに思います。 

自治体の仕事は住民の命や財産を守る、これがすごく大きな前提だというふうに思い

ます。あってはならないことで、私はこの計画は要らないというふうに思いますが、国の押

しつけでやらざるを得ない、この計画ができたら、町長は訓練するということをおっしゃって

おりますが、そういうこと自体が大変恐ろしいというふうに思います。戦争を前提とした国

民保護計画、訓練ではなくて、必ず発生する震災等に備えた防災計画や訓練の充実こそ

が、今、東員町に求められていることだというふうに思います。 

 ２点目に入ります。 

 学童保育所について、５月９日の文部科学省と厚生労働省の放課後対策事業の連携、

放課後子どもプラン（仮称）の創設が発表されました。基本的な考え方、各市町村におい

て教育委員会で指導し、福祉部局と連携を取り、原則としてすべての小学校区で放課後

の子どもの安全で健やかな活動の場を確保し、総合的な放課後対策として実施する。文

部科学省と厚生労働省が連携して必要経費を要求、両者の補助金は都道府県で一本化

し、実施主体である市町村において、一体的、あるいは連携しながら事業を実施するとな

っています。 

この背景には、放課後の子どもをねらう凶悪で卑劣な犯罪が相次ぐ中で、子どもたちの

放課後や週末の生活の保障をするどころか、そうした課題に背を向けてきた政府の姿勢

が問われたことがありました。 

 例えば２００５年１２月、衆議院青少年問題特別委員会で学童保育の絶対的な不足や大

規模化の解消など、学童保育者の関係者らの声をどう受けとめていくのかなど、子どもた

ちの放課後や週末を過ごす場所について、初めて集中的な審議が行われ、その中で、子

どもたちの放課後を豊かに保障しようと力を合わせる大人たちの声や運動が紹介をされ、

子どもたちに対して予算を振り向けてこなかった政府の姿勢が浮き彫りになりました。そう

した中で、政府は解決に向け、取り組んでいくことを約束せざるを得ませんでした。 



そのような中で、このプランができ、東員町では具体的にどのように実施されますか。こ

のプランと学童保育を一元化するのではなく、両事業の充実が大切だと考えます。学童

保育は保護者のニーズにこたえ、目的や役割を果たすため、最低限、次の４つが必要不

可欠だからです。 

 １．働く親を持つ子どもたちの放課後には生活の場が必要。 

 ２．家庭にかわる生活の場として、毎日継続して利用する子どもたちがいる。 

 ３．毎日過ごす専用設備がある。 

 ４．継続的・安定的に毎日の生活を保障する専任指導員がいる。 

放課後子どもプランは、基本的に子どもが自由に出入りできる居場所づくり事業であり、

放課後事業健全育成事業のように、児童の人数に応じた補助基準は設定しない。地域の

方々と子どもたちとの活動を通して交流を深める地域ボランティア事業であり、生活の場

を提供することを目的とした事業ではないと、文部科学省は９月２８日に出した放課後子

どもプランＱ＆Ａで説明をいたしております。このように大きく違うことがわかると思いま

す。 

学童保育については、共働き家庭やひとり親家庭の増加の中で、希望するすべての子

どもたちが入所できるように拡充し、遊びと生活の場にふさわしい安定的に保障できる指

導員の配置、労働条件の改善、施設などの条件整備の充実、また子どもたちが何の心配

もなく、友達や大人たちと過ごせる地域の場所が少なくなっている今だからこそ、両事業

の持つ役割を継続しつつ、拡充させていくことが必要だと考えます。 

町内には３カ所で学童保育が進められ、子どもたちは元気に放課後を楽しんでいます。

現在、神田学童は２０人、来年は２５～２６人の予定と聞いています。城山地球クラブ２０

人、バンブーキッズは２９人、見学をする限り、施設が手狭です。雨が降ったりすれば、本

当に大変な状況はよくわかりました。城山の地球クラブは、空き教室へ、この１２月中旬ご

ろに引っ越しをすると聞いています。他の２カ所についても、父母の会から要望が出てる

と思いますが、増設への考えを尋ねたいと思います。施設の充実は町の責任と考えてお

ります。 

また、三和・稲部校区の学童保育設置に向け、その後どのような調査や働きかけをなさ

れたのか、お尋ねをいたします。 

また、ファミリーサポート支援の実態を生活福祉部長に伺いたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   大崎議員の、学童保育所についてのご質問にお答え

いたします。 

まず、放課後子どもプランの具体的な取り組みにつきましては、午前中、教育長から奈

良議員にご答弁させていただきましたとおりでございまして、放課後対策事業の運営委員

会を設置し、町、学校、福祉関係機関及び地域の方々と十分協議し、検討してまいりたい

と考えております。 

また、学童保育所と放課後子どもプランとの一元化ではなく両事業の充実を図ることに

つきましても、運営委員会を利用いたしまして検討してまいりたいと考えております。 

次に、ファミリーサポート支援の実態につきましては、学校教育課の所管ではございま

すが、本年１０月から運営を開始し、現在、会員数は援助会員が４１名、依頼会員が６名、

両方会員が５名でございまして、利用件数は１０月が２１件、１１月が２４件と報告を受けて

おります。 

次に施設関係でございますが、神田学童保育所、笹尾バンブーキッズにつきましては、

既にご要望をいただいており、来年度、整備に対応できますよう検討してまいりたいと考

えております。 

また、三和・稲部校区につきましては、教育委員会におきまして、保護者の皆様にアン

ケートを実施していただいておりますので、その結果も踏まえ、設置について検討してま

いりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   ご答弁をいただきました。ありがとうございます。 

 新しい子どもプランについては、午前中、奈良議員の方に答弁がありまして、運営委員

会をつくって、その中でどのようにしていくか、方針を出したいということでしたが、今、先

生方、大変忙しいわけですが、校長先生とか教頭先生を入れて運営協議会を諮るという

ことですが、そのあたりで先生方の過重負担になるように思いますが、必ず小学校区でや

るわけですので、先生方の参加というのが必要かなと思いますが、そのあたりを大変心

配いたしますが、教育長に答弁を求めたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 



○教育長（石垣 征生君）   午前中もお話をさせていただきましたが、運営委員会のメ

ンバーにつきましては、学校の先生方も入っていただくということで、今考えておりますが、

過重にならないようなことは考えていきたいと思ってますので、そのことによって学校運営

等に支障が生じるというようなことはないというふうに思っていますので。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   国が立てました新しい放課後子どもプランですので、慎重に

事を進めていただきたいというふうに思いますし、学童保育所を廃止をして、そちらの方に

一元化する、そういうことがないようにお願いをしたいというふうに思います。 

 国の方も学童保育所は学童保育所、そして子どもプランは子どもプラン、並行して進め

ていくということがきちっとうたってありますし、厚生労働省の当時の局長も、学童保育の

役割を高く評価し、機能が失われない方向で、より一層充実をしていくことが大切であると

いうことを述べていらっしゃるわけですので、先ほど生活福祉部長は、運営委員会の中で、

学童保育についても検討していくということをおっしゃっておりますが、決して悪い方向に

ならないように、もう一度そのあたり、私はやはりそれぞれのよさを十分に生かして、片方

は働く親のための学童保育、そして月額１万４，０００円、１万５，０００円、そういうお金を

出して子どもを見ていただいている。一方は無料なわけですので、そのあたりは全然違う

わけですので、そのあたりについて、もう一度、生活福祉部長に答弁を求めたいと思いま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   お答えをさせていただきます。 

 今度実施させていただきますアンケートも踏まえて、今度新しい放課後子どもプラン、こ

れは全学校で対応ということになっておりますが、そこら辺も含めて、教育委員会と連携を

して、その意見を運営協議会に諮って進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   後退をしないように、学童保育所のよさというのを全町に根

付かせていただきたいというふうに思います。 

午前中の答弁の中で、町長はあと２カ所設置をしていきたいということを明確におっしゃ

いましたので、先ほどアンケートも行ったと。そのアンケートの集計も踏まえて、検討委員



会の方で検討したいということですので、ぜひ三和や稲部地区でも、お母さんたちの要望

はあるわけですので、一日も早く設置していただくようお願いをしたいというふうに思いま

す。 

 それとあわせまして、神田学童保育所とバンブーキッズについては、来年度拡充をする

というような答弁でしたが、その内容については、こちらでお答えできないでしょうか。例え

ば神田の場合は、あと１部屋増設してほしいという要望がございますし、バンブーの方は、

１つの部屋しかありませんので、これで２７～２８人いるわけですので、来年度も１部屋な

のか、そのあたりの具体的なことがわかれば、生活福祉部長に答弁を求めたいと思いま

す。 

○議長（三宅 耕三君）      松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   お答えさせていただきます。 

 神田学童保育所と笹尾のバンブーキッズにつきましては、来年度の人数、ここらあたり

も保護者の方に聞かせていただきまして、保護者の方と打ち合わせをしながら、今後検討

してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   そうしますと、これから協議をしていくということで、来年度の

４月の時点できちっと、増設とか１つ部屋がふえるとか、そういう確約を得ることはできな

いですか。来年度ということですので、４月ではなくて、それ以降になるかもわかりません

が、方向性としてはそういう方向で行きたいということで了解をしたいと思いますので、学

童保育所のさらなる充実をお願いをしたいというふうに思います。 

 続きまして、３点目に入ります。 

 ３点目は宅老所について。 

日中ひとり暮らしの老人がふえてまいりました。元気なうちは外出も買い物もできます。

年をとれば、なかなかうまくそのようなことができなくなり、ついついうちに閉じこもるという

状況がつくられています。 

私の知ってるご婦人の方は、近所のお年寄りの方に声をかけたり、おにしめができたら

持っていったり、高齢者の皆さんに大変気配りをなさっている方がいらっしゃいます。お会

いするたびに、何とか宅老所的なことができないのだろうかと、毎回、そういうお声をいた



だいているわけでございます。その方のなさるボランティア活動に、私は大変感銘をして

います。だれだれがいなくなったといえば、自分自身も７０歳に近いのですけれど、自転車

で走り回って、不明になっているおじいちゃん、おばあちゃんを探してみえるわけでござい

ます。 

現在、確かに元気老人サロンというのも積極的にやっていただいています。今回も予算

の中で増額になってはおりますが、元気老人サロンももちろん大切ですが、もう一つ、常

にそこへ行けば、だれかがいて話をすることができる。自分の好きな時間に行って帰って

これる。そんな集まりやすい場所というのが、私は必要ではないかというふうに考えてい

ます。ですから何度でも宅老所をつくってほしい、そういうことをお願いをしています。 

もちろん、施設をつくることは、とても大切だというふうに思いますが、つくるのではなく

て、今ある空き教室、あるいは団地の中には空き家があるわけですので、あるいは個人

で自分自身が宅老所を開設をすることも可能だというふうに思います。 

松阪市では、公民館や地区市民センターに限らず、自宅など、私的な建物を活用して

宅老所をやっているわけでございます。こういう先進的な事例もあるわけですので、ぜひ

検討していただきたい。多くの皆さんの参加と健康づくりのためにも、ぜひ考えていただき

たいと思います。 

空き家等の活用で、高齢者も子どもも一緒に活用できる施設も必要と考えます。これは

宅老所以外です。昔の遊びの伝承や囲碁将棋、あるいは農作業などから、高齢者との交

流で、子どもたちが力や知恵をかり、地域で子どもたちがみんなの中で育っていくことは、

今、とても大切だと考えます。ですから、そのような施設も、それは今回は施設ですが、将

来的に考えていただきたいというふうに思います。 

最後に、老人の日中の実態調査の報告を、高齢者対策特命監に答弁を求めたいと思

います。 

○議長（三宅 耕三君）      伊藤清重高齢者対策特命監。 

○高齢者対策特命監（伊藤 清重君）   大崎議員の、宅老所についてのご質問にお答

えいたします。 

まず１点目の、宅老所開設に助成をしてみたらどうかというご質問でございますが、現

在、在宅で、おおむね６０歳以上の方々に対し、身近な場所でふれあいの場をもっていた

だき、閉じこもり防止のため、できるだけ外へ出ていただき、介護予防につなげていくため

に、各地域では元気老人サロン事業を実施していただいております。 



空き家や個人宅での開設ということでございますが、現状のサロン事業をさらに推進し、

介護予防につなげていきたいと考えているところでございます｡ 

２点目と３点目が逆になりましたけども、先に３点目の、子どもも一緒に活動できる施設

が必要ではないかということでございますが、先ほども申しましたように、各地域にある既

存施設を利用して、サロン事業を実施していただいておるところでございますが､サロン事

業の要綱の中には、児童生徒との交流会の実施ということも掲げられております。子ども

も一緒に活動できる方法を検討し、有効活用していただければと考えます｡ 

２点目の、老人の日中の実態調査をしてみたらどうかということでございますが、調査

があれば報告をということでございますが、まず介護保険の利用者は４７７名、元気老人

デイサービス（現在の介護予防特定高齢者施策事業）の利用者は４０名、日中ひとり暮ら

しの人数は８７０名となっております｡ 

 以上、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   答弁をいただきました。 

先ほど特命監の方から、元気老人サロンの中で、子どもたちの交流会の実施という要

綱があるので、それを検討していきたいということをおっしゃっておりましたが、実際にこの

交流会というのは、元気老人サロンでやられているのかどうなのか。やられていないので、

今後、その方向性を見出していきたいのかどうなのか。元気老人サロンをすることによっ

て、予防介護につなげていきたいということをおっしゃってます。元気老人サロンに、確か

に参加できる方はいいですけれど、余りたくさんの方がいるがために出にくい、そういう方

もいらっしゃるわけですよね。だからそういう人たちのフォローは、どこで、どのような形で

なさっているのでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）      伊藤清重高齢者対策特命監。 

○高齢者対策特命監（伊藤 清重君）   お答えいたします。 

 各地域において、児童生徒との交流会ということでございますけれども、現にやられて

みえるところもあると聞いておりますし、今後、さらにそれを推進していくといいますか、そ

のような形で各地域にお願いもしていくという形も取らさせていただきたいと思います。 

 以上です。 



○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   子どもとの交流についてはぜひ進めていただいて、お年寄り

の皆さんから、やさしさとか、今の世代にないものを、きちっと子どもたちは吸収すると思

いますので、積極的に進めていただきたいというふうに思います。 

 先ほど調査の中で、日中ひとり暮らしが８７０名ということをおっしゃったのですけれども、

大変な数だなというふうに思うんですけれども、日中ひとり暮らし８７０名の中で、元気老

人に部類する方とか、虚弱というか、そういう見方というのはできていらっしゃるでしょうか。

本当にこの８７０名が、すべて元気なひとり暮らしの方なのか、その辺の内容についてお

尋ねをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      伊藤清重高齢者対策特命監。 

○高齢者対策特命監（伊藤 清重君）   お答えいたします。 

 日中ひとり暮らしの方でございますけれども、本当の独居老人といいますのは、３４０名

ほどでございますが、家族がお仕事に行かれるということで、日中一人になるというのは８

７０名ということでございます。これにつきましては、民生委員によりまして高齢者調査を

実施しておりまして、昨年度の実績の数字を報告させていただいたところでございますが、

ご質問の、みんながみんな元気であるかどうかということは、今、この数字においてどうか

ということは、調べてみないとわかりませんので、ご理解願いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      大崎潤子議員。 

○１３番（大崎 潤子君）   完全に独居の方が３４０名ということですので、大変な数で

あると思います。民生委員に調査をしていただいているということですので、そのあたりも

きちっと、本当に元気なのか、病弱なのか、何を補助というか、助けをしていくことが、その

人がこの地域で最後まで元気に暮らすことができるのかどうなのか、そのあたりも、きちっ

と見据えていただきたいというふうに思います。 

 先ほど来言っているように、確かに元気老人サロンは、それはそれで大きな事業だとい

うふうに思いますが、宅老所的な、本当に毎日どこかへ行けばだれかに会えて、みんなが

元気がもらえる、そういう場所について、ぜひ部局内で検討していただきたい。いずれは

私も高齢者になりますし、団地の中では高齢者の比率というのがぐっと高くなっていきま

すので、今ここでぜひ回答ではなくて、将来を見据えて、松阪市の事例も述べましたので、

そのあたりも研究をしていただきたいということをお願いをいたしまして、一般質問を終わ

ります。 


