
○議長（三宅耕三君） 次に、13 番 大崎潤子議員。 

              （13 番  大崎潤子君  登壇） 

 ○13 番（大崎潤子君） ６月議会におきまして、次の三点を一般質問いたします。 

 一点目は防災計画について、二点目はまちづくりについて、三点目は介護保険につ

いてです。 

 まず最初に、防災計画について、ここ数年地震回数も増え、直近では能登半島地震

をはじめ、４月１５日には県中部を震源とする地震が発生、震度５強を記録いたしまし

た。その時間帯、ちょうど私は四日市におりまして、大きな揺れに驚き、母が一人留守

番をしておりましたので、急いで帰ろうと近鉄駅へ直行いたしましたが、電車はストップ

をし、ＪＲは速度を落として運転をしておりましたので、ＪＲに乗り継いで約３時間かか

って帰宅をいたしました。 

 何事もなかったのでホッといたしましたが、もしケガや転倒していたらどうなっていた

のだろうかと不安になりました。これからますます高齢者は増えていきます。きちんと

した要援護者の把握や地域での対応がとても大切だと痛感をいたしました。いつ我が

身に降りかかるかわかりません。平成 18 年度に地域防災計画ができあがりました。こ

の１年間で計画の中身についての議論や検証、町民への情報提供などについて、ど

のようになされたのかを伺います。 

 特に計画書の中で気になった何点かお尋ねをいたします。 

 Ｐ86 の自主防災組織の現状と問題点。 

 Ｐ108 、Ｐ585 の避難対策計画、避難経路、誰がどのような指揮をしていくのか。 

 Ｐ284 、水防活動の実施について、員弁川をはじめ町内に７河川が流れています。

菰野町は５月 27 日に水防訓練を実施と報道されていました。Ｐ 516 の被害想定で液

状化危険度が高いとなっていますが、想定される場所、それらへの対応はいかがでし

ょうか。 

 Ｐ551 、災害予防計画でブロック塀の調査や要援護者への対応はどのようになって

いますでしょうか。 

 Ｐ981 、ヘリコプターの臨時着陸場、在来地域のみですが、二中のグラウンドも必要

と考えますが、いかがでしょうか。 

 次は、被害想定で直下型の対策は触れられていません。直下型への対応も必要だ

と思いますが、どうでしょうか。 

 次に、毎年実施しています防災訓練、昨年の９月議会の決算の審議の中でも、防災

訓練がマンネリ化しているので、内容を検討したいという答弁がありましたが、今年度

は城山で行われますが、どのように改善をされているのか、その内容についてお尋ね

をいたします。 



 住宅耐震補強事業は平成 17 年度は４戸、補助金は 244 万円支出をいたしておりま

す。耐震補強が進まない要因は何なのか。耐震補強を進めるために条件の緩和など

積極的に補強事業を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか、町長に答

弁を求めます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

              （町長  佐藤  均君  登壇） 

 ○町長（佐藤 均君） 大崎議員の防災計画について、お答えをさせていただきます。 

 大規模な災害が発生した場合には行政、消防機関をはじめとする関係機関は全力

を挙げて救済復旧活動を行いますが、悪条件が重なり、活動能力が著しく低下するこ

とが予想をされます。このような災害時に被害の拡大を防止、低減するには身近なと

ころにある地域住民による初期の活動が最も効果的であり、これまでの被災地でもこ

うした活動事例が多く見受けられております。自主防災組織は自らの命を守るため、

地域内で自主的に活動を行う組織であり、実際に災害が発生した際には大変重要な

役割を担っており、現在、半数以上の自治会において整備がなされております。 

 しかしながら、コミュニティ意識の希薄化、自主防災組織の役員の短期交代や高齢

化などにより、新たなリーダーが育ちにくいことや、災害予防計画にもあります各地区

の居住環境調査や要援護者の把握などの情報収集につきましても、プライバシーな

どの問題もあり、非常に難しいのが現状でございます。今後も町といたしましては自主

防災組織充実のため、講演会や研修会の実施、情報の提供、リーダーの育成、資機

材整備などについて、支援やお手伝いをさせていただく所存でございます。 

 また災害が発生したときは、まず住民の方が全員迅速に避難できることが重要とな

ります。４月に全世帯に配布させていただきました、防災計画の概要版の中でも日常

の備えや避難の心得、避難所の所在などについてお知らせをしております。一人ひと

りが避難経路、避難場所を把握していただき、安全で迅速に避難していただくことが、

最も重要であると考えております。 

 次に地震についてでございますが、三重県地域防災計画被害想定調査によります

と、近い将来に発生が予想される地震として、今後 30 年以内に東海地震、東南海地

震、南海地震が 50％以上の確率で想定をされております。被害想定につきましては、

複数の地震が同時に発生する場合や単独で発生する場合、発生時刻などの条件に

よって異なりますが、本町に大きな被害を及ぼす地震が発生した場合、震度５強と想

定をされており、地震での液状化による建物の全壊棟数は約 50 軒から 70 軒ほどと予

想され、員弁川の南側地域が危険度の高い地域となっております。 



 また大雨警報、洪水警報が発令されたときは水防団、東員町の場合は水防団と言う

てますけども消防団でございます。消防団や自治会が出動し、常に河川・堤防などを

巡視し水防活動にあたっております。これまでは洪水などによる浸水などの大きな被

害はありませんでしたが、県が作成しました員弁川水系の浸水予想区域によりますと、

多量の雨が降った場合、三和地区の一部において浸水の可能性が想定されておりま

すので、十分な計画が必要であると認識をいたしております。 

 次にヘリコプターの臨時離着陸場につきましては、３箇所を指定しておりましたが、こ

れまでは笹尾、城山地区に離着陸場がなかったことから、昨年度新たに東員第二中

学校のグラウンドも指定をさせていただきましたので、ご理解をお願いをいたします。 

 次に今年度の防災訓練は９月２日でございます。先程城山と言われましたけど、今

年は笹尾東地区を対象に行う予定でございます。内容につきまして現在検討中でござ

います。実は今年度はですね、三重県の防災訓練が桑員地域で計画をされておりま

して、桑名市長島町をメイン会場として実施をされる予定でございますが、本町の防

災訓練と同日であることから町の防災訓練会場を分散会場とし、県の防災訓練と連

携した訓練も一部取り入れるよう調整を行っているところでございます。 

 最後に耐震補強制度の拡大につきましては、平成 16 年度から実施しております木

造住宅耐震補強制度は、一定の要件を満たす住宅を所有する方で、一応安全と言わ

れる基準値以上の耐震補強工事をされますと、県と町あわせて最高で 60 万円の補助

が受けられます。しかし、現在までにこの制度を利用し、耐震補強工事をされた住宅

の戸数は大変少なく、耐震化率は三重県で 0.17％と低い値になっております。 

 このように耐震補強が進まない主な要因として、県の調査では工事費が高額なこと

や所得制限の要件があることなどが上げられております。東海、東南海等の大地震

の発生が危惧される中で、地震の際の住宅、建築物の倒壊等による被害の軽減を図

るためにも、耐震化は不可欠ですので、さらに制度の周知を図るとともに、先進地等

の事例も参考に制度の検証、研究を行ってまいりますので、よろしくお願いをいたしま

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） 町長から答弁をいただきました。今その中で災害予防計画の中

でブロック塀の調査や要援護者への対応についての答弁がなかったように思いますけ

れど、そういう調査がぼちぼち始まっているのか、まだそういうところまで行っていない

のかどうなのかというのをお尋ねをしたいと思います。 

 昨年、弱者に対する支援計画ということで、三重大学の援助を受けてそういう方向で

の話し合いが進められていると思いますが、そのあたりについてはいかがでしょうか。 



  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 ブロック塀というのですか、避難経路の中で危険な箇所という関係でですね、ブロッ

ク塀の調査とかいろいろの関係あろうかと思います。また高い石垣というんですか、そ

の分もあろうかと思いますし、要援護者の把握というのですか、確かにそれも一番重

要な部分でございます。 

先程も申し上げましたように、まず要援護者につきましては、そのプライバシーの関係

がございまして、行政が一戸一戸確認することが非常に難しいんです。だからその辺

はですね、地域の皆さんで地域でそういうことは確認をしていただく、そんなお願いを

しております。 

 要するに自主防災組織の中でしてくださいよと、そういうその誰がどこで寝たきりが

みえるというようなことが、行政としてこう入りにくい、すぐにプライバシーの侵害とこう

言われますので、だから非常に難しいわけなんです。そんなことで自主防災組織の各

自治会でそういうものを把握していただく、そしてやっぱし個人個人がお隣はどうだと

いうこと、お互いにそういうことをしていただく、そうしないとなかなか難しい部分がある

ということをお願い、先程も答弁させてもらいました。 

 それからブロック塀等につきましても、これもその自治会の自主防災組織の中で、非

常に進んで経路の中にどういう形であるかということもつかんでみえる自治会もみえ

ます。そういうとこはそこを避難経路ではなしに、違ったとこを避難経路とするとか、い

ろいろのことをやっていただいておる自治会がございます。そんなことでそれもですね、

その地域の自主防災組織でいろいろのことをしていただきたいということでお願いして

おります。一時、本来は行政がということはあろうかと思いますけども、ブロック塀とか

危険なものについては当然行政がせなあかん部分もございます。そんなことで、そし

たら現実にはもう避ける道をどう行くかということで、これからも一生懸命させていただ

きますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 町長は自主防災組織を各自治会できちっと立ち上げていただい

て、自治会の皆さんでその地域の要援護者も含めて守っていただきたいということを、

大変強く強調されたというふうに思いますが、それはそれとしながらも、側面ではいろ

んな資材については、要求があれば援助します、支援をしますということでしたので、



是非この自主防災組織が半数以上、全部の自治会にはなっておりませんけれども、

是非自主防災組織がどの自治会でも大小いろいろあったとしても、立ち上がるような

方向で援助をしていただきたい。 

 そういう中で、地域で私たちもアッあそこのおばあちゃんはこうなんだ。ここにこういう

ことがあるんだ。このブロックは危ないね、そういう話し合いも積極的にやっていかな

ければならないな。決して行政だけにおんぶするわけではありませんけれど、皆で地

域を守るという意気込みが、私も含めて必要ではないかなということを強調したいとい

うふうに思います。 

 そして防災訓練については、今後内容については検討していきたいということですが、

決算書の中だったと思いますが、防災訓練、訓練後はすぐ内容を検証し、次回の訓練

の充実を目指しているというような文言がありますが、このことについて昨年度の結果

を受け、今年度はどういう形になさるのか、総務部長にお尋ねしたいと思います。 

  

 ○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。 

 先程町長のほうの答弁もございまして、防災訓練、県の訓練でございますけれど、

桑名の長島町で開催されるということで、東員町がその分散会場ということで位置づ

けられるということで聞いております。そういった意味で、これ今まで防災訓練やってき

たんですけれど、本年度は県とのタイアップという、そういう要素も入ってきますので、

若干それを加えた訓練にさせていただきたいと考えております。それと将来的には、

本年度の県との防災訓練それを検証いたしまして、また方向づけ等につきましても、

検討進めていきたいと思っております。現在そういう形で考えておりますので、ご了解

を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） 訓練につきましては、訓練が充実したものになるようにお願いし

たいということとあわせまして、やはり一人ひとりがそのサイレンが鳴ってから歩いて参

加するということも大切ですけど、やはりヘルメットを被るとか頭巾を被るとか、やはり

その防災リュックを背負って参加するとか、そういう意気込みというのが必要ではない

のかなというふうに思うんですけれど、そのあたりについて今度９月２日に行われる、

その防災訓練に取り入れていただけれるのかどうなのか、ちょっとお尋ねをしたいと思

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。 

 これまでの防災訓練ですと、家から歩いて来ていただいておるというのが現状でご

ざいます。ただヘルメットとか頭巾、防災グッズ、そういったものはなかなかなかったよ

うに感じております。ただ一部の方ではヘルメット等はあったように思いますけれど、

ただこの辺どうやっていくかということにつきましては、東員町の消防団もございますし、

それから自治会長さんの自治会長会もございますので、そういった面でどうしていくか

ということにつきましては、ご相談をさせて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） 是非相談をしていただいて、本当にそれを訓練をして良かった。

こういう大きな地震があってはいけませんが、それが大いに役立つことがいいのでは

ないか、あってはいけないけれども、いざというときに助かるのではないかというふうに

思います。 

 そして先程東員町地域防災計画の概要版を全戸配布しましたということでした。これ

は配布されたんで私もちょっとしまい忘れて、これ新しいのをいただいたわけですけれ

ども、是非こういうのもただ配布に終わらず、この内容について地域で勉強会と言いま

しょうか、自治会の中でとか、班の中でそういう話し合いを進めていただくのも、これも

自主防災組織の立ち上げていただく中での仕事かなというふうに思いますけれども、

そういうことも積極的に進めていただくよう援助をしていただきたいというふうに思いま

す。 

 そして先程耐震補強が進まない要因は工事費が高いのと、所得制限があるというこ

とでしたが、県にやはりもう少し声を出していただいて、所得制限を緩和するなりいろ

んな条件を低くしていただいて、やはり多くのこの住宅の耐震補強工事が進むよう、行

政として県に要望していただきたいというふうに思います。 

 二点目に入ります。二点目は長深地区へのイオンの進出でございます。 

 イオンの長深地区への出店については、2005 年１月３日の地区総会の場での挨拶

から始まり、その後何度か自治会役員や地主等との説明会が開かれたと聞いており

ます。４月 28 日土曜日は長深自治会の住民説明会が開かれました。参加された方か

ら水害への対応、大水の問題、農業問題、児童生徒の安全の問題、信号機の設置な



どについての意見が出されたと聞いていますが、住民から出された問題に対して町や

イオンの対応を伺いたいと思います。 

 11 月にはまちづくりシンポが施行となります。10 町歩の農地を地区除外するわけで

すが、農政局との協議はどのようになっているのか、また国、県との手続きはどこまで

進められているのか、先程の同僚議員と重複いたしますが、再度お願いをいたしま

す。 

 東員町のまちづくりとして長深地区インターチェンジ周辺は、商業施設、流通サービ

ス施設、地域交通施設を促進し、地域の活性化を図ることを目指していますが、企業

は営業不振になれば閉鎖し、次への便利な場所へ勝手気ままに行動すると私は考え

ます。以前の議論の中で、イオンが撤退した場合は、行政として後釜を探す努力をす

るという答弁があったように覚えています。企業の身勝手さを許さないためにも、長深

自治会、地主とは立地協約を結ばれるでしょうが、町も撤退条件など明記した協定を

結ぶべきだと考えますが、いかがですか。 

 またイオンが来ることによって、交通量は大幅に増えると考えます。小学校への通学、

幼稚園、保育所の送り迎えなどに対応すべき歩道の整備や通学路の確保、排気ガス

への対応で緑地の確保はどのようになっているのでしょうか。イオン中心ではなく、そ

の地域で生活している住民の生活環境や農業、学校などと調和したまちづくりが求め

られていると考えます。町長の答弁を求めます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） ただいまのイオン株式会社の長深地区への出店計画に関する質

問に、お答えをいたします。 

 長深自治会の住民説明会での意見、要望などに対しての対応についてでございま

すが、説明会では治安、水害、環境悪化、通学路、道路渋滞の問題などなどの意見

要望が出されました。いずれの問題も事業者であるイオン株式会社の努力と工夫に

より、開発計画及び店舗計画の中で解決できる内容であると判断をいたしております。

町としても関係機関と協議を行い、問題解決や要望に応えられるよう支援をさせてい

ただいているところでございます。 

 また現在の事務手続きの状況でございますけども、農振農用地の除外申請がほぼ

終了し、次の段階である農地転用申請の事前協議、開発申請の事前協議を進めてい

るところでございます。ただし、本件に関しましては、まちづくり三法の改正に伴って本

年の 11 月末までに事務手続きを終え、開発工事に着手する必要がございますので、

町といたしましてもできる限りの努力を図ってまいりたいと考えております。 

 次にイオン株式会社と東員町が撤退の協定を結ぶべきとのご意見でございますが、

今回の開発区域の土地はすべて賃貸契約であり、地主各個人との契約の条項の中



で、賃貸期間 30 年後に撤退をする場合があれば、地主と協議を行うと定められる予

定でございます。また今回の開発区域に隣接する歩道のない国道については、開発

工事の一環として整備をしていただくことになっておりますし、緑地の確保についても

開発要件以上に確保をしていただくようになっておりますので、ご理解のほどよろしく

お願いを申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 答弁ありがとうございました。住民から出されたもろもろの要望に

ついては、イオンの努力と工夫により解決できるという町長の答弁でしたので、それに

期待と言いましょうか、するといたしまして、先程町長は答弁の中で歩道整備とか緑地

の確保についてはたくさん確保していただいている。ちょっと日にちは忘れましたが、

全協の場で大きな図面を見せていただいたんですけれど、あの図面のもっと縮小した

ので、私たちに配っていただくことはできないのでしょうか。あれを見ただけでただサー

ッと一辺倒りにああと見ただけでしたので、はっきりとしたここに歩道が付き、ここが夜

間の入口であるとか、どういう車の流れなのか、そういうことがはっきりわかりませんが、

そういう地図を提出していただけるのかどうなのか、お願いいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 現在、この進出についてですね、大変な今重要な時期になってきております。できる

かできないかの瀬戸際でございます。そんなことでですね、まだまだ確定もしておりま

せんので、住民の皆さんの要望を聞きながら、建物等についてももう少し下がってくれ

とかいろいろのことがあろうかと思いますので、今そういうような図面を出させていただ

くのはもう少し進んだ時点で出させていただきますので、お許しを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） 今の段階ではそういう図面については出すことができない。いつ

になったら出していただけるのか、今の手続き上から言えば１１月の末には造成工事

に入らなければいけないという、確か町長の話だったと思いますので、なるべく早い段

階で出していただきたいなということを要望したいというふうに思います。 



 先程のその建物の関係ですけれど、確かに来ていただくことはある意味ではいいか

もわかりませんが、トラックの出入りやごみ集積場などバックヤードの問題で、逆に迷

惑施設となるという地域によっては、住んでいらっしゃる地域の人にとっては逆に言え

ば迷惑施設になるというふうに私は考えるんですけれど、そのあたりについても今協

議の中で話し合いは進められておりますでしょうか。今先程町長、住民のいろいろな

声があるということをおっしゃったんですけれど、その点についてお尋ねしたいと思い

ます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 いろいろの件について、当然受益の皆さん、地主の皆さん、それから長深区とか川

原地区の皆さんとか、いろいろな場面でご議論をさせていただいております。当然ご

みの問題とか安心安全の部分とか、そんなことも当然でございます。それから水害の

関係とか、どうしたらええかということもですね、いろいろご議論をさせていただいてお

ります。そういうことでございますので、十分これからもですね、皆さんのご納得いただ

けるように努力をさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 道路の問題ですけれど、先程の話の中では道路についてもイオ

ンのほうで歩道も含め、先程、旧 365 の西側にポケットを付けていただくというようなこ

とをおっしゃっておりましたが、今、南大社中上線で拡幅工事をやっていただいておる

わけですけれど、その西側についての堤防は拡幅の予定はないのでしょうか。このイ

オンが進出することによって、高見台とかいなべ市大安町、あるいは神戸製鋼、そうい

う流れというのがあるように思いますが、その堤防の拡幅というのは考えていらっしゃ

らないのでしょうか、お尋ねをいたします。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） 現在のもともとの 365 ですね、学校の東側の、その部分から東は

中上まで三狐子川の左岸堤防を今工事させていただいてますね。それから西というこ

とですね。それは大安町との境までということだと思います。大安町は皆さんご承知の

ようにですね、神戸製鋼の北側というんですか、あそこに道路をつくってみえます。そし



て三岐鉄道のアンダーというんですか、下を潜って東員町の境まで新しい道路を付け

てみえますね。以前にですね、この話はですね、その大安町の道路と東員町の道路を

つなぐというんですか、そんなお話も実はあったんです。いろいろ町長も変わってしまっ

てですね、その話は今のところ立ち消えてます。 

 いなべの市長さん、日沖市長さんからはですね、何とかあの道を東員町もきちっとつ

ないでほしいというような要望はですね、何遍かいただいております。ただそれをどう

いうふうに持っていくかというのは、まだ東員町もですね、検討しておる段階でござい

ます。基本的には皆さんご承知のように南大社の集会場の南側というんですか、あそ

こら辺へ入ってくるのが一番ベターかなと思っております。ただ、これは何もまだ南大

社には何にも話はしておりません。そんなことでルートの検討というのですか、どういう

形で入ったら一番ええか、先程今現在やっております三狐子の左岸を西へ向いて上

っていく、それを上っていくと西のほうでどうなるか、その辺も原課のほうには一度検

討をしてもらいたいという話は下ろしました。どんな格好でどういうふうに、いつごろか

らということまではまだいっておりません。そんなことで農林省で取り組むのか、国土

交通省で取り組むのか、そこらもまだ決めておりませんし、将来として必要かなという

考えは持っております。 

 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） 町長が今、将来的には必要な道路かなということですので、いろ

んな角度から研鑽を重ねていただきたいというふうに思います。大手の企業が来るわ

けですので、ずいぶん車の流れ、人の流れが変わるわけですので、本当にこの東員

町の町民にとってマイナスにならないように是非お願いをしたいというふうに思います

し、先程撤退条件については地主さんと 30 年間の賃貸契約を結びますということです

が、是非。 

 それと、ちょっとお話する今六把野で、旧六把野駅で駐輪場を借りておりまして、そ

の駅を移転をしたがために、その駐輪場を壊して全部コンクリートもはがして更地にし

たという、してありますけれど、そのイオンが撤退する条件の中に、そういうことを組み

入れろと言うのはおかしいというふうに思われるかも知れませんが、そういうような形

できちっとした誠意を見せていただくのが、大きな企業としてのやることではないかな

というふうに私は思いますので、是非地権者との協議をなさる中で、そういう点もまた

含んでいただきたいなというふうに思います。このイオンが進出することによって、どん

な東員町のまちづくりになるのか、その辺もう一度町長にイオンが来ることによって、

良い面も悪い面も含めて東員町のまちづくりについて、もう一度町長にお尋ねいたし

ます。 



  

 ○議長（三宅耕三君） 佐藤均町長。 

 ○町長（佐藤 均君） お答えをさせていただきます。 

 現在の東員町の置かれておる立場、当然財政、行財政のこととか、町民の皆さんの

近くで働ける雇用の場とか、やっぱしそういうものは我々としてはつくっていく、当然マ

イナスの面もあろうかと思います。マイナスがゼロとは私は申し上げません。安心安

全の部分からいけば危険が増えるということは、もうこれはわかっております。そんな

中でございますけれど、私は新しいまちづくりの中でプラスが多いという、そんな思い

でおります。 

 いろいろの考え方もあろうかと思いますけど、新しい東員町のまちづくりの突破口と

してですね、是非完成をさせていただきたい思いでおりますので、どうぞよろしくお願

いを申し上げます。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 新しいまちづくりになると確信という、そういうような表現でしたの

で、是非地元雇用が、本当に地元雇用がたくさんしていただけるように、積極的に頑張

っていただきたいということを申し上げまして、三点目に入りたいと思います。 

 三点目は介護保険について、平成 18 年４月の介護保険制度の改正の最大の柱は、

予防重視型システムへの転換であり、軽度の要介護者、支援者、認定者に提供され

る新予防給付の創設でした。限られた財源を有効に活用する効率的かつ適正なサー

ビス提供を行い、制度の持続可能性を確保するという、財政優先の基本的な視点が

あることから、画一的なサービス抑制が進み、実際の介護生活の現場、サービス利用

者、家族の希望意向にそぐわない、あるいは介護保険制度の理念である自立支援家

族の負担軽減に逆行する内容にもなっています。おまけにホテルコストや食費まで自

己負担され、公的負担の大幅削減で利用負担が増えてまいりました。 

 そのような中、高齢者の実態はどうでしょうか。全日本民主医療機関連合会は高齢

者実態調査２万人を行いました。月収が 10 万円未満が４割、１万円から５万円未満が

12％、５万円から10万円未満が22.7％、主な収入は年金で国民年金が22％を占めて

います。35.7％が生活が大変苦しいと訴えています。18年には介護保険料も引き上げ

され、大きく影響し生活を一段と切り詰めております。 



 さて介護保険制度の改正後、平成 19 年３月末までに新予防給付に認定された高齢

者の人数は、また 19 年度４月における地域支援事業の対象者や、要介護の認定者

数と給付状況をお尋ねをいたします。 

 次は住宅改修等立替払いの必要のない制度にしていただきたいと思います。最初

から１割で済めば本当に助かると思います。是非前向きに検討していただきたいと思

います。 

 次に高齢者福祉事業として生活支援型配食サービス、またふれあい型配食サービ

スが行われています。生活支援型配食サービスを利用なさっている一人暮らしの方か

ら、毎回食事を楽しみにしています。ふたを開けて見てうんざりすることがあります。本

来はお年寄りの方、ましてや一人暮らしの方はどれだけお昼のお弁当を楽しみにして

いらっしゃるのでしょうか。そう思うと胸が詰まります。このような苦情を聞くことがござ

います。今までの実績と何が問題があるのかお尋ねをしたいというふうに思います。

町は社協に委託をし、社協は商工会に委託をする。きちっとしたチェックはどこでやっ

ているのでしょうか。できないのではないのでしょうか。そのあたりも含めてお願いをい

たします。 

 次はおむつ代助成の対象者を認知症の老人にも拡大をしていただきたい。平成 17

年３月の答弁では、介護度４以上６ケ月以上寝たきりの高齢者に対して助成をしてい

ますとありました。現在では条件をクリアすれば認知症老人にも拡大されていることが

わかりました。制約が多過ぎると思いますが、必要な方に支給すべきだと思いますが

どうでしょうか。現在の認知症での利用者は何名か教えてください。 

 予防重視の観点から、要支援から漏れた方たちに簡単な運動、ストレッチなど機能

訓練を身近な接骨院などでできないのでしょうか。高齢者対策特命監にお尋ねをいた

します。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 伊藤清重高齢者対策特命監。 

           （齢者対策特命監  伊藤清重君  登壇） 

 ○高齢者対策特命監（伊藤清重君） 大崎議員の介護保険についての質問にお答えを

いたします。 

 まず最初にですが、資料請求した内容についてのご質問にお答えをいたします。19

年４月の要支援認定者の数は 192 名でございます。それから地域支援事業の対象

者につきましては 46 名、それから各認定者数につきましては要支援 137 名、要介護 

450 名、合計 587 名となっております。 

 次に住宅改修等の支払いについて償還払いではなく、自動委任払いについてのご

質問にお答えいたします。現在の保険給付の中で償還払いになっているのは住宅改

修費、あるいは福祉用具購入等がございます。ご質問の受領委任払いについては相



手、つまり事業者のご協力が必要になると考えますので、近隣の市町の動向を踏まえ、

十分検討してまいりたいと思います。 

 次に配食サービスの実績と問題点についてですが、配食サービスにつきましては町

といたしまして社会福祉協議会に業務委託をし、毎週月曜日から金曜日１食 300 円と

いうことで、おおむね 65 歳以上のサービスが必要な高齢者の方に提供をさせていた

だいております。このことによりまして、高齢者生活支援の一翼を担っているところで

ございます。なお、18 年度の実績につきましては年間 6,967 食、実利用人数は 47 名

となっております。 

 先程の問題点ということでございますが、現在のところお聞きしておりません。この

場でちょっとご答弁を差し控えさせていただきますが、委託事業所には確認をさせて

いただきたいと思います。 

 次に機能訓練を接骨院でできないかとのご質問でございますが、転倒骨折の防止

及び加齢に伴う運動機能低下の予防、向上を図る観点から、特定高齢者の介護予防

通所介護事業の中に組み込んでおりまして、週１回理学療法士を招き、運動機能訓

練を実施しているところでございます。制度改正後１年を経過したところでございまし

て、今後も現状を見極めつつ内容等検討し実施していく考えでございますので、現在

のところは接骨院での機能訓練は考えておりませんので、ご理解をいただきますよう

お願い申し上げます。 

 次におむつ代助成の対象を認知症老人の方まで拡大してはどうとかいうことでござ

いますが、現在のおむつ代助成につきましては、要介護４以上で６ケ月以上寝たきり

の方、または重度の障害を有する方で、日常生活においてほとんど介護を要し、おお

むね６ケ月以上常時おむつを使用していることを条件といたしております。また認知症

老人の方につきましても、日常生活に支障を来すような症状や行動、意思疎通の困

難さが見られ、介護を必要とする方、いわゆる認知性自立度がランク３以上で、かつ

日常生活動作、いわゆる排出、食事、入浴、異常、歩行の５項目のうち、３項目以上

が一部介助以上のものに該当すれば支給を行っておるところでございます。なお、施

設入所者につきましては保険給付の対象となっております。 

 町のおむつ代助成は介護保険制度が発足する以前から、町の単独事業として実施

させていただいており、助成事業の趣旨は在宅を基本として福祉の充実を目的に制

定したものであります。 

そのため所得制限も設けておりません。現在 38 名の方に助成しているところでござい

ます。認知症の方はどうかということでございますが、以前はおみえでございますが、

現在のところはおみえではございません。今後も現在の支給基準に基づきまして助成

を行い、福祉の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきます

ようお願い申し上げます。 

 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） 答弁ありがとうございました。生活支援型の配食サービスについ

ては、きちっと業者のほうに確認をしますということですが、この事業計画書の中で高

齢者のし好や状態にあわせた食事のメニューを検討する必要がありますって、評価課

題の中に書いてあります。そういう観点からもきちっと検証していただいて、やはり先

程申しましたように、お年寄りの方が楽しみに待っているお昼のお弁当の改善をお願

いしたいというふうに思いますが、もう一度答弁をお願いしたいと思います。 

  

 ○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） お答え申し上げます。 

 その趣旨に則りまして検討もさせていただきたいと思いますので、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） 是非、そのように改善をしていただきたいというふうにお願いをい

たします。 

 先程おむつの支給の件ですけれど、38 名に助成をし、認知症の方はゼロということ

でありました。ちょっと私がお話を聞いた方で、以前は１万円のおむつ助成があったん

だけれども、佐藤町長になって、お金がないので悪いですけれど、お宅のおばあちゃ

ん対象になりませんよという形で、できなくなってしまった。現在その方は介護度３で

常時おむつが必要な方でございます。だからその先程の特命監がおっしゃった条件に

は合わないというふうに思いますが、以前はあった。だけどなくなった。現状としては

大変そういうふうで介護度３で、常時おむつが要る方でございます。 

 ですから、すべての条件がクリアしなければ駄目ではなくて、やはりその人に合った、

その方に合ったおむつの助成、あるいは家族の話を聞いてそういう助成をしていただ

くことが、とても大切ではないかというふうに思いますが、いなべ市の対象者の内容が

市内に住所を有するおおむね 65 歳以上の方、または障害をお持ちの方で在宅で常

時おむつを必要とする。寝たきりの状態にある方、認知症により排泄が困難な方、尿

便意の感覚が著しく低下した方、こういう対象者の項目があるわけですけれど、是非、

東員町でもせっかく長い間このおむつ助成というのはずっと他町にないことをやってい



ただいておりますので、ちょっと町長にお聞きしたいんです。そういう点で町長はこの

間のマニフェストでありませんけれど福祉、そういう安心、福祉、そういうまちづくりをし

たいとおっしゃっておりますので、是非こういうことが私は聞いてきましたので、町長に

ちょっと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） お答えをさせていただきます。 

 誠に申し訳ございません。そんな話は初めて聞かさせていただきました。いろいろ規

定ちゅうんか、決められたことはあろうかと思いますけど、今まで支給されておった方

がですね、何らその治ってしまえば別ですけどね、なぜそうなったのか、私も承知をい

たしておりませんので、その辺は至急に調査をさせてもらいます。誠に申し訳ございま

せん。 

  

 ○議長（三宅耕三君） 残り時間が少なくなっております。 

 大崎潤子議員。 

 ○13 番（大崎潤子君） 安心で信頼される元気なまちづくりを掲げて、この二期目をスタ

ートなさいました町長です。是非そういう住民の声をきちっと聞いていただいて対応を

していただきたいと思います。対応するとうことですので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 最後になりますが、介護タクシーの助成が今年度社会福祉協議会で１回 500 円のチケ

ット４枚綴りの助成が始まりましたが、ないよりはましなんですけれども、目の悪い方が桑

名の病院まで行くのに片道タクシー代が４千円ぐらいかかるわけです。何か救済方法は

ないのでしょうか。先程申しました安心で信頼される元気なまちづくりを目指す町長です。

社会福祉協議会がやっているからそれでいいのではなくて、是非こちらのほう行政として

も前向きに取り組んでいただきたいことをお願いをいたしまして、一般質問といたします。 

 


