
○議長（門脇 助雄君）   日程第１、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

１４番、大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   おはようございます。 

 ２日目のトップバッターということで、私、大崎、一般質問をさせていただきま

す。 

 今回の６月定例議会におきましては、総合計画について、都市計画道路について、

介護保険についての３点を一般質問いたします。どうぞよろしくお願いをいたしま

す。 

 まず最初に総合計画について。 

 第４次総合計画は、平成２２年までの計画です。第５次総合計画に向けて、当初

予算で、総合計画策定委託料や策定委員報酬で２８２万５，０００円を計上してい

ます。第４次の計画策定は、平成１１年５月から始まり、平成１３年３月議会で議

決をしています。その内容は町民意識調査、２０歳以上、２，５００人を対象に、

有効回収率は５５．７％の１，４０１人、公募による井戸端会議、まちづくり委員

会、職員の意識調査などにより策定されております。 

 さて、この間には合併問題で大揺れしましたが、今は足腰の強いまちになるよう、

鋭意努力してみえるところです。一方では、行財政改革を進め、住民への負担増が

始まりました。このような情勢の中での第５次総合計画策定であります。計画策定

に当たっての今後の取り組みについて、伺いたいと思います。 

 次に、第４次総合計画における基本計画や実施計画の達成率はどのようでしょう

か。例えば公共施設のバリアフリー化、今年度、文化センターの改修、高齢者の生

きがい対策や元気老人サロン事業は拡充されています。障害者福祉の充実、いずみ

作業所や東員アーチへの支援、放課後児童対策の充実、城山、笹尾、神田と広がっ

ています。ファミリーサポートセンターの設置、保育園・幼稚園の建てかえ改修、

町内の保幼一体施設整備が完了いたしました。ごみ減量化啓発活動の強化への取り

組み、ごみゼロプランの策定、オレンジバスの運行、広域行政では、し尿・汚泥再

生処理施設の稼働など、実施計画が前進をいたしています。 



 逆に農業振興で新たな販路開拓や担い手農家の育成は、目に見える成果はないよ

うに思います。通学路の安全確保、歩道整備は一定前進をしておりますが、まだま

だ不十分だと考えます。 

生け垣に対する支援や緑銀行は中止、プラムチャンネルも民間委託の方向が決ま

りました。現時点での総合評価はどのようか、お尋ねをしたいと思います。 

 次に、計画に住民の声を反映させるために、町民意識調査に限らず、いろいろな

方法が必要だと考えます。５月１５日、１６日に、原村、諏訪市で研修をしてまい

りました。 

諏訪市では市民満足度調査を行い、市政に対して、市民の多くの声を聞き取り、

よくするための努力がなされておりました。常に行政の目が市民に向いていること、

市民も安心できるのだな、そんな感じを受けてまいりました。同様の思いは、初日

に訪れた原村でも感じ取ることができました。まさに住民、行政、議会が一体とな

ってつくり上げた手づくりの総合計画でした。第５次計画に住民の声をどのように

反映されるのか、町長にお尋ねをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   おはようございます。 

きのうに引き続いての一般質問、きょうもよろしくお願いしたいと思います。 

 大崎議員の、総合計画についてのご質問にお答えをいたします。 

総合計画は、地方自治法に策定することが定められている地方自治体の最上位計

画でありますが、少子高齢化、地方分権が進む中、行政のあり方は、根本からの見

直し、変革が求められており、その役割も大きく変化をしております。 

地方分権が実行段階を迎えた今、これからの地方自治体には、みずからの責任と

判断で、みずからの進むべき方向を決め、みずから実行できる「経営力」が求めら

れており、総合計画の役割はこれまで以上に重要性を増しております。 

第５次総合計画は、平成２３年度から１０年間の長期計画で、今年度から平成２

２年度の３年間かけて策定するよう計画をしております。 

今年度は、第５次総合計画の策定に向けての基礎調査、住民の皆さんに対して意

識調査（アンケート）を実施し、第４次総合計画の施策、主要事業の実績評価や達

成度調査を行う予定で、これまでの各種事業に対するご意見を調査してまいりたい

と考えております。 

また、計画策定を進めていく中で、住民の皆さんに情報を提供し、ワークショッ

プなどで広く意見を求め、第５次総合計画に反映させてまいりたいと考えておりま

すので、よろしくご理解をお願い申し上げます。 



 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 町長からは、今年度の基本的なことを述べていただいたというふうに思います。

基礎調査を行う、住民に対して意識調査を行うということでした。その意識調査で

すけれども、前回は２０歳以上、２，５００人が対象でしたけれど、ぜひ年齢を１

８歳ぐらいに引き下げていただいて意識調査をしていただく、あるいは原村では中

学生全員にアンケートをとっておりますが、そういうことについてはいかがでござ

いましょうか。 

○議長（門脇 助雄君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えを申し上げます。 

 平成２３年から平成３２年ということで、本年から平成２２年度までの間で作成

して、ということでございます。平成２０年度、本年度につきましては、その計画

の基礎調査、先ほども申し上げましたけれど、基礎調査を進めていくという前段階

でございますので、まだ意向調査等、年齢、内容につきましては、これから内部で

協議させていただきまして進めていくという段取りで進めておりますので、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（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   総務部長の答弁の中で、今後いろいろな内容につ

いては吟味をしていきたいということでしたが、基礎調査たるものは、どういう内

容で、今年度の予算の中では、この基礎調査のみなのか、来年度はどういう項目で

調査をして、第５次の総合計画を練っていかれるのか、そのあたりをお願いしたい

というふうに思います。 

 そして、この夏には町長と語る会という形で懇談会が開かれますが、そういうこ

ともこの総合計画につなげるために、今年度に限らず、ずっと続けていただいて、

やはり多くの町民の皆さんの声を拾うということは、とても大切だというふうに考

えますが、そのあたりはどうでしょうか。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

 ７月、８月にかけて、各地域へ入らせていただきます、町長と語る会でございま

すけど、それは第５次総合計画の策定ということではございません。いろいろ町民

の皆さんのご意見を聞きながら町政に反映をしていきたいということで、町民の皆

さんのご意見を伺いに回るということでございますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（門脇 助雄君）      近藤洋総務部長。 



○総務部長（近藤 洋君）   お答えを申し上げます。 

 冒頭での大崎議員からのご質問もございましたけれども、本年度につきましては、

第４次総合計画、それの達成度調査というんですか、第４次総合計画を検証してい

くということを重点的に置いておりますし、それから平成２３年度からに向けて、

基礎データの収集分析等、アンケート調査の実施という形で、今考えておるところ

でございます。詳細につきましては、今後、部内、課内で検討していくということ

でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長と語る会については、第５次総合計画とは関

係ないという町長の答弁でしたけれども、今年度はそういう形をとられるかもわか

りませんけれど、ぜひ来年度は、そういう総合計画に生かす方向での町長と語る会

なり、地区懇談会というのを、やっていただける意思があるのかどうなのかという

こともお尋ねをしたいというふうに思って、答弁を求めたわけでございます。後で、

その点について、お願いをしたいというふうに思います。 

 総務部長は、今年度は第４次総合計画の検証をする、そしていろんなデータの分

析、アンケート調査を行いたいということでしたが、第４次の検証というのは、職

員のみで行われるのか、それとも第４次総合計画をつくられたところのまちづくり

委員会の皆さんにも、そのデータ分析なりをご一緒して分析をされるのか、そのあ

たりはどうでしょうか。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 町長と語る会について、来年度は、ということなんですけど、現在は、そこまで

は考えておりません。 

○議長（門脇 助雄君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをいたします。 

 第４次総合計画でございますけれど、実施計画を毎年策定しておりますので、そ

の辺に基づきまして、私たちは庁内部で、まずは達成度を調査していきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長は、第５次総合計画についての、そういう懇

談会というのは、やる意思がないということを、今おっしゃったわけですけれど、

先般、研修に行った原村においては、積極的にそういうところに出て、いろんな声

を拾っていただいて、その思いを総合計画の中にきちっと明示されているわけです

ね。それが本当の行政の思いと町民の思いが重なった、これならやれる、そういう

総合計画がつくり上げられていくのではないのかなというふうに、私自身は考えて



いるわけです。 

もちろん、町長は大変公務が忙しいかもわかりませんけれど、これから平成２３

年から１０年かけて、東員町の将来の総合計画をつくっていかなければならないわ

けですので、どうぞ時間が大変かもわかりませんけれど、積極的に出ていただいて、

町長の姿勢というのを住民が見ているのではないのか、職員の姿勢というのを、多

くの住民が見ているのではないかというふうに私は強く感じています。決して町長

をはじめ職員の皆さんが怠けていらっしゃるといいましょうか、そういうふうでは

ありませんけれど、なかなか町民の前に、きちっとしたものが見えてこない、これ

はなぜかなということをぜひ考えていただきたいなというふうに思います。 

 職員の皆さん、努力していただいて、随分対応についても改善されているという

点は評価をしたいけれど、まだまだ皆さんから聞く声はそういうことではない、そ

れは非常に残念に思っているわけです。どうぞ、そういう姿勢が必要ではないかと

いうことです。 

 そして先ほど総務部長は、実施計画を庁舎内でまず行いますとおっしゃいました

が、その公表についてはどういう形でしょうか。公表し、意見を聞く、それの繰り

返しで、ずっとつながっていくように思いますけれど、実施計画を調査をされて分

析をされた、その結果の公表についてはどのようにお考えでしょうか。すみません、

町長にもう一度、答弁を求めたいというふうに思います。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 やはり町民の皆さんからご意見を聞かなければならないというような状況になれ

ば、当然出させていただきます。町民の皆さんのご意見を聞くというのは、やり方

はいろいろあると思います。各種団体の皆さんのご意見等を聞く方法もあろうと思

いますし、今までやってきた、町民の皆さんの中へ入ってやる方法もあると思いま

す。アンケートもあると思います。いろいろの方法はあると思いますけど、いろい

ろな方法で最善の方法を見つけていきたい、そんな思いでおりますので、よろしく

お願いをしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   第４次総合計画の達成度調査ですか、それを本年

度進めさせていただくわけでございますし、先ほども申し上げておりますけれど、

住民からのアンケート、それをとらせていただく、そういったいろんなことを分析

させていただいて、また平成２１年度、平成２２年度も続きますので、そういった

中には住民によるワークショップとか、そういったことも今後やっていくという形

で、まだ詰まってはおりませんけれど、そういう方向性で進めさせていただいてお

りますので、今後につきまして、この３年間、各段階で、またご報告もさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 



○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長も述べられたように、各種団体、専門分野、

ワークショップ、いろんな形をとっていただいて、第４次総合計画もつくっていた

だいたというふうに思います。 

 それで、この問題の最後ですけれど、町長に、第４次総合計画の達成度といいま

しょうか、この計画について、町長は全部１０年終わっているわけではありません

けれど、今の段階でどんなような思いといいましょうか、よくなったなとか、この

分野は非常にまだまだとか、そのあたり、町長のあと残りわずかですけれど、この

間の思いをぜひ聞かせていただきたいというふうに思います。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 達成度というか、満足度というんですか、そんなパーセンテージということだと

思いますけど、総合計画そのものは、割と抽象的な書き方だと思うんですね。だか

ら、どれだけできたかなということを、今ここで述べよと言われても、なかなか難

しいわけなんですけど、方向性等は間違っていなかった。着実に一歩ずつではあり

ますけど、第４次総合計画に沿って進んでおる、そんな思いはしております。 

 以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ第４次総合計画をきちっと検証していただい

て、第５次総合計画に向かって前進をしていただきたいし、多くの町民の皆さん、

弱い立場の皆さんや多くの皆さんの声が反映できる総合計画を、町長を先頭に頑張

ってつくっていただきたい、議会の方もきちっと応援をしていきたいというふうに

考えて、２点目に移りたいと思います。 

 ２点目は都市計画道路について。 

 町内には東海環状自動車道をはじめ、北大社笹尾長深線、昭和４６年１１月に都

市計画道路として決定をされています。六把野穴太線も同じく昭和４６年１１月に

都市計画決定が行われています。そして桑名北部東員線、平成４年８月に都市計画

道路として決定をされました。 

これらを含め、８本の都市計画道路が町内を走っています。計画されて３７～３

８年もたっている路線もあります。現在どのような状況にあるのでしょうか。住宅

密集地となり、拡幅など、困難になっている場所もあるのではないのでしょうか。

今進められようとしている東員駅北側の開発にも、この道路計画は関連をいたして

います。また、桑名北部東員線は弁天山開発にも関連すると考えます。現状の状況

を検証し、見直しをすべきところは見直さなければならないと考えますが、町長の

答弁を求めたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 



○町長（佐藤 均君）   大崎議員の、都市計画道路についてのご質問にお答え

をいたします。 

都市計画道路の現状を申し上げますと、現在、町内で都市計画決定されている道

路は、先ほど８路線ということでございましたけど、東海環状線も入ってきており

ますので、９路線でございます。総延長約３万２，０００メートルでございます。 

計画道路には国土交通大臣指定の東海環状自動車道をはじめとする国・県道と町

決定道路がございますが、昭和４０年代なかばをスタートとして、各路線の計画決

定が出され、一部整備済みの路線もございますが 整備完了路線がないのが現状で

ございます。 

お尋ねの整備率については、一部整備済み延長を合計いたしますと、総延長の約

２３パーセントでございます。 

都市計画道路は、戦後から高度経済成長期にかけて多く計画決定をされ、今日の

骨格的な都市計画道路網が形成されていますが、議員ご指摘のとおり、計画決定後、

長期間にわたり整備が行われていない路線も存在し、計画決定時と比べ、人口、交

通量などの見通しやまちづくりの方針が変わり、現時点では必要性が低下している

路線もあると考えられます。 

一方、人口減少、高齢社会を迎える中、道路構造令の改正など、都市計画を取り

巻く制度改正などにより、これまで慎重な対応が求められてきた都市計画道路の見

直しに対しましても柔軟な対応が可能となっていることなど、計画の合理性を検証

し続ける必要性が改めて認識をされております。 

これらのことを考え、三重県では、県下一斉に計画決定から２０年以上経過し、

具体的な整備計画のない路線を対象に、都市計画道路の見直し作業を始めたところ

であり、現在、各市町において、長期未整備の都市計画道路に関して、廃止、変更、

存続の素案づくりに着手したところでございます。 

都市計画道路の見直しは、県の道路整備戦略及び桑名都市計画区域内の計画路線

や町の道路整備計画との整合性が図られなければなりません。県及び関係市との調

整を行いまして、原案が策定できましたら、パブリックコメントなどの手続を経て、

町都市計画審議会へお諮りし、町民の皆さんへ公表を行ってまいりたいと考えてお

りますので、ご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   ご答弁ありがとうございました。 

 今、県においても、２０年以上未着工とか未整備のところについては計画の見直

しということで、廃止、変更と見直し、そういうことを始めたところですというこ

とです。そうしますと、東員町地内においても、例えば六把野穴太線、これについ

ては今後そういう対象になっていくのか、そのあたり詳しく、今後、東員町のこの

路線については廃止、変更、見直しを提出するといいましょうか、そのあたりにつ



いて答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 今現在の計画につきまして、いろいろ協議をしている段階でございますので、も

う少し詳しいことは原課の部長の方から答弁させます。 

○議長（門脇 助雄君）      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、町長の答弁にもございましたけれど、今、現状としては、どうしてい

くかという段階でございますので、これから内部的にいろいろ協議、議論をさせて

いただきまして進めさせていただきたいと思います。 

ただ、都市計画関係、現状としては政策推進課で事務的にやっておりますけれど、

現状の道路関係になりますと、建設部、土木課の方にも関係しておりますので、・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・庁内、関連したところの意見も十分に聞

いて、計画の見直しについて進めていきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   政策推進課と建設部、土木関係の方の両者で進め

ていただかなければならない大きな問題だというふうに思いますが、今年度、都市

計画道路についての議論といいましょうか、そういう会合なり、両者での議会の設

定の場所というのはお持ちになられるのでしょうか。今年度はどういう形で、都市

計画道路の、県に対してコメントを出すための会議を行っていかれるのか、総務部

長にお願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）      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。 

 冒頭の大崎議員からのご質問もありましたように、東員駅北部の関係もございま

すし、そういった中で、町全体の事業を考える中で、特に関連した課で進めさせて

いただいておりますので、状況につきましては、議員の方々も都市計画審議会の方

に入っていただいておりますので、そういったところででも所管報告とか、そうい

ったことはさせていただくように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   都市計画審議会の方で議論をしていただき、議会

からもそちらの方の委員で出ていらっしゃる方もありますので、そういうところを

通じて現状を聞く以外は手がないのかな、というふうに思ってみたりはいたします

が、先ほどの東員駅北側の開発に関連をいたしまして、本来、この都市計画図は大

きいので、広げませんけれど、文化センター西側の道路がドンと突き抜けて東員駅



へつながっていく、そういうような道路がついているわけですけれど、そしてもう

１点は、笹尾西入口の進入路がそのまま南の方へ抜けていく、そういうふうな線引

きになっているわけです。 

だからそういうことも含めまして、これからの大事な東員町のまちづくりになっ

てまいりますので、総務課だから、建設部だからではなくて、やはりきちっとお互

い歩み寄って、東員町のまちづくりについて協議を重ねていただきたいというふう

に強く思います。政策推進課がやっているから、いや、これは原課が必要だからで

はなくて、本当にこれはどうなんだ、町民のためにとってどうなんだ、東員町の将

来にとってどうなんだという観点から、たて行政でなくて、横の関連というのも、

もっともっと強めていただきたいということを要望して、３点目に入りたいという

ふうに思います。 

 ３点目は介護保険について、お尋ねをいたします。 

 介護の社会化、家族介護から社会が支える制度として介護保険は始まりました。

２００６年４月からは、自立自助を強調した制度に切りかえられました。その時に

介護保険事業計画第３期が策定をされました。 

基本理念は、だれもが、いつまでも、安心して暮らせるまち、東員を掲げていま

す。第３期でも保険料はアップになりましたが、税制改定による諸控除の廃止で、

これまで住民税非課税だった人が課税になり、収入が変わらないのに保険料区分が

上がってしまうケースを含めて、大幅な負担増となりました。 

対応策として、激変緩和措置が、今年度、平成２０年度まで延長をされました。

第４期でも保険料はアップになると考えますが、後期高齢者医療制度も始まり、高

齢者にとっては、さらに生活を脅かすものになりかねません。第３期計画をどのよ

うに総括をされ、第４期計画策定に当たって、どこに力点を置かれるのか、お尋ね

をしたいと思います。 

 また、前回の作成に当たっては、１１名の高齢者対策検討委員会を設置され、４

回の委員会が開催されています。策定に当たり、今後の取り組みと委員会のメンバ

ーに、もっと現場の方、ヘルパー代表とか介護者の代表、ケアマネージャーの代表

など、現場の声をきちっと反映させていただいて、よりよい計画を練るべきだと考

えますが、いかがでしょうか。 

 最後に、３月末の介護保険事業の実態を高齢者対策特命監にお尋ねをいたします。 

答弁のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）      太田利孝高齢者対策特命監。 

○高齢者対策特命監（太田 利孝君）   介護保険についてのご質問にお答えを

いたします。 

まず、１点目の、第４期介護保険事業計画策定に当たって、どこに力点を置いて

計画策定するのかですが、介護保険では、事業の円滑な実施を図るため、介護保険



事業計画を定め、３年に一度見直すこととされています。同時に老人福祉計画も一

体のものとして作成することとなっております。 

計画の作成に当たっては、高齢者施策検討委員会及び部内のプロジェクトチーム

において、介護保険の事業量の推計などや国の基本指針に従い、作成を進めていく

ことはもちろんのこと、現在の老人福祉事業で行っております元気老人サロンを活

用し、地域の皆様の意見を反映できるように進めてまいりたいと考えております。 

特に、高齢者が住みなれた自宅や地域で安心して暮らし続けるために、介護サー

ビス、在宅医療、地域での見守りなど、お互いが連携した地域ケア体制の構築を目

指したいと考えております。 

次に、策定のスケジュールについてですが、現在、健康意識、高齢者福祉サービ

ス、介護保険サービスのアンケート調査の準備を行っております。 

調査件数は、無作為抽出による一般高齢者の方、１，０００名、施設入所者を除

く介護認定者全員、約６００名の予定をしています。できる限り早期に計画の素案

を策定いたしたいと考えております。 

３点目の、策定検討委員に実際介護をしている方やヘルパーも参加させてはどう

かとのことですが、策定検討委員は、医師会代表、施設代表、さらに住民の代表と

して、自治会長会をはじめとし、高齢者福祉に深くかかわりをいただいている各種

団体の方にお願いをいたしております。 

また今回は、町内で訪問介護、訪問看護などを提供している在宅介護事業所の代

表の方にも策定検討委員に加わっていただきました。 

そのため計画には、高齢者の方が、住みなれた地域でよりよい介護を受け、安心

して日常生活を営むことができるような意見の反映ができることと考えております。 

４点目の３月末の介護保険事業の実態ですが、３月分の保険給付費は約７，３０

０万円、平成１９年度全体では約８億５，２００万円となり、ほぼ計画どおりの給

付額となりました。 

また、３月末の要介護認定者は６５０名で、昨年末と比較をいたしますと、６５

名の増加となっております。また、計画数値と比較しますと、１２名の増加となっ

ております。 

介護サービスの受給率につきましては、サービス利用者の方が５５３名、認定者

の方が６５０名で８５％となっており、昨年の８３％と比較いたしますと、２％の

増加となっております。 

３月末の新予防給付のケアプラン数は８０件で、このうち、地域包括支援センタ

ーが直接作成したケアプラン数は３８件となっております。 

最後に、近い将来の超高齢社会に対応するためにも、住民の皆様の意見を反映し

ながら、計画策定及び高齢者施策の推進に取り組んで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。 



 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 介護保険の基礎になります調査について、アンケートを一般の方、１，０００名、

介護認定者には６００名全員に案内を送るということですが、案内の質問事項など

については、きちっと検証されて、発送がまだなのか、中の内容についても、これ

から関係課の中で調整されるのか、そのあたりと、先ほど、今回は在宅介護の代表

者を１名、高齢者対策検討委員会の中にふやしましたということですが、前回の時

は１１名でしたが、これが１２名という形になるのか、それとも、いろんな自治会

代表とか、民生委員、児童委員とか、老人クラブ、いろいろあるんですけれど、こ

この中のどなたかが一つ削って、こちらの方がお入りになって、介護の現場の様子

や介護者の思いを伝えていただけるのか、そのあたりについて答弁を求めたいと思

います。 

○議長（門脇 助雄君）      太田利孝高齢者対策特命監。 

○高齢者対策特命監（太田 利孝君）   まず策定検討委員会でございますけど、

３年前は１１人でございましたけど、今回新たに１人追加ということで考えており

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、アンケートにつきましては、内部の方では検討はしておりまして、

発送はまだしておりませんが、もうすぐ発送させていただきます。 

 内容につきましては、居宅の施設入所者を除く方と一般の方の１，０００名とい

うことで考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 こういう策定計画に基づいて、来年度の介護保険事業を進めなければなりません

ので、前回の時も６月３０日に、第１回の検討委員会の会議が持たれているのです

ね。だからこういう段取りでいかれると、４回で終わるのかなというふうに思うん

ですけれども、介護保険もご存じのように随分制度内容が変わりましたよね。そし

て今回、これは財務省なんですけれど、給付範囲や保険料の改定という形で、軽度

者を介護給付の対象から外す、２つ目は軽度者の家事支援などを給付から外す、３

点目は軽度者の自己負担を２割にする、こんな案を提示していることは、多分、新

聞報道か何かでご存じだというふうに思います。何か制度が、後期高齢者医療制度

が始まったように、高齢者への負担を次から次へ重ねていく、そういう今の世の中

の流れの中で、果たして４回だけで、一定量のこういう資料をつくることが可能な

のかどうなのか、やはりもっと会議は重ねていただかなければならないように思い

ますが、そのあたりについての答弁を求めたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      太田利孝高齢者対策特命監。 



○高齢者対策特命監（太田 利孝君）   策定検討委員会につきましては、今回

は７月９日に初の会議ということで、持たさせてもらうように、今、段取りをして

おります。その回数とかアンケートの分析とかいろいろありますので、またそれは

委員にも検討をしていただくということで考えておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   第１回目の会議が７月９日から始まるということ

ですので、ぜひいろんな角度から、きちっと議論を重ねていただきたいというふう

に思います。 

 何よりも介護保険料というのが町民にとってはどうなるのかな、高齢者にとって

はどうなるのかな、また前期の場合は、介護支援という形で介護保険料を払わなけ

ればいけないので、そのあたりについても、前回の時は３，５６６円、年間４万２，

７８７円という形で設定をされたのですけれど、国の控除の廃止とか、そういう形

の中で、高齢者に対して負担がふえるという形で激変緩和措置がとられて、今日に

至っているわけです。 

そういう状況がある中で、また４期で、介護保険料どうしようかな、という形で

頭を悩ませていらっしゃるのかなというふうに思うんですけれど、保険料について

の、金額がこれぐらいですとか、そういうものは求めませんけれど、特命監の頭の

中で、保険料について、ちょっとお願いをしたいというふうに思います。きちっと

した金額ではなくて、保険料に対しての意見を求めたいというふうに思います。 

○議長（門脇 助雄君）      太田利孝高齢者対策特命監。 

○高齢者対策特命監（太田 利孝君）   これからアンケート調査などをとりま

して、給付サービスの見込み量というのを出さないとわかりませんけど、これから

高齢化が進む中で、要介護にならないような予防というのか、そういうものも必要

でございますので、今の時点では給付費用というんですか、私個人としては、上が

ることが考えられると思います。 

 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）      大崎潤子さん。 

○１４番（大崎 潤子君）   給付費がふえれば、おのずから保険料に返ってき

ますので、きっと大幅な値上がりというか、保険料アップというのが考えられるわ

けですが、先ほど申しましたように、後期高齢者医療制度も始まった、そしてまた、

来年４月からは介護保険料も値上がりとなりますと、大変な重荷になるわけです。

ですから、先ほど特命監もおっしゃったように元気に暮らしていただく、予防の方

に、もっともっと一般財政から支援してでも、そういう方面に力を入れていただけ

れば、給付費というのは、極端に下がらないにしても、下がるような思いです。 

 元気老人サロンも随分力を入れていただいて、拡大をしていて、皆さんが元気に



暮らしていらっしゃる、楽しんでいらっしゃるという姿は目にしておりますが、こ

の元気老人サロンも、地域によって随分ばらつきがありますよね。だからその辺も、

町内一律とは言いませんけれど、本当に多くの、どの自治会でも、これが積極的に

取り組んでいただけれる、元気老人サロンに限らず、予防をもっともっと積極的に

進めていただきたいし、保健師もいらっしゃいますので、そのあたりとも、きちっ

と連携プレーをとっていただいて、よりよく、本当に東員町の老人の皆さんが元気

に安心して長生きできる、そして笑顔が絶えない、そんな東員町になるよう、積極

的に高齢者保健福祉計画、介護保険事業に、いろんな角度から、よりよいものを練

り込んでいただくことをお願いをいたしまして、私の一般質問といたします。 


