
○議長（門脇 助雄君）      ただいまの出席議員は１５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。 

 １番、上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   今回の定例議会では、５点の一般質問を行います。 

 まず１点目は、ごみゼロ社会に向けて、町の方針を町長にお尋ねします。 

 東員町はクリーン作戦委員会を立ち上げて１５年、ごみゼロプラン策定町民会議

でプランを策定後も引き続きごみゼロ社会への努力をするため、推進委員会を立ち

上げました。町が住民の力をかりながら努力しているというふうに私は受け取って

います。しかし、三重県が２０１７年にＲＤＦ発電を撤退すると発表して、桑名広

域として撤回の要望をした中で、３点をお尋ねします。 

 １点目は、ごみゼロ推進委員会では、今までごみの現状とか減量の方法を調査し、

現段階では重点地区での実施の計画に取り組んでいます。クリーン作戦委員会のリ

サイクル部会でも、生ごみの減量に向けて、いろんな方法を調査しています。これ

らの計画を立てた場合、町として財政的にも実行する気持ちがあるのかということ

です。 

 ２点目は、資源ごみの件です。在来地区では以前から住民が集積場に持参し、シ

ルバー人材の人がストックヤードに運搬して業者に引き渡しています。でも、団地

では可燃物などと同じで、各自宅前に置き、在来地区と同じようにシルバー人材が

集めていましたが、自治会委託が始まっています。その自治会委託の進行の現状と

自治会委託を全町に広げる意思が町にあるのかということです。それと自治会委託

をする場合とシルバー人材への委託、これは在来地区も含めてですけど、経費を比

較するとどうなりますか。 

 ３点目は今後、町長として、ごみ、特に生ごみをどうしていく方針なのか、お尋

ねします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   平成１８年度におきまして、東員町ごみゼロプラン策

定町民会議の方々によって、平成２８年度を目標に「私たちで創るごみゼロ社会」

として、東員町ごみゼロプランが策定されましたことはご承知のとおりでございま

す。 

このことを受け、昨年度より、ごみゼロ推進委員会を発足していただき、ごみゼ

ロに向けた活動・提言をお願いしているところであります。また、クリーン作戦委

員会は、第１次を平成４年度に立ち上げ、現在、第８次東員町クリーン作戦委員会

として、ごみ問題はもとより、環境問題全般に取り組んでいただいております。 

 それぞれの会の皆様方の日ごろの献身的な活動に対し、改めて感謝を申し上げる



ところであります。 

 そこで、ただいま、それぞれの会からの予算を伴う計画提言に対し、実行する気

があるのかとのお尋ねでございますが、会の皆様方が十分に議論をされ、それぞれ

の目的・目標に向けたごみ資源化、ごみ減量化に対する費用につきましては、これ

からも必要に応じ対処させていただこうと考えております。 

 次に資源ごみの自治会回収についてでありますが、既に平成６年から資源ごみ収

集団体の育成を図るとし、当初は子ども会、老人会といった諸団体の収集実績に応

じ、助成金を出させていただいております。平成１８年度からは、これに加え、自

治会単位での取り組みもお願いし、合わせて収集倉庫の設置も行っております。現

在２４団体が登録されており、今後もさらに登録を促し、実行していただくようお

願いしてまいりますので、よろしくご協力のほどお願いをいたしたいと存じます。 

 また、昨年度における収集実績ですが、新聞・雑誌・ダンボール・牛乳パック・

布の資源ごみすべて含め、約６９０トンでございました。これに対し資源ごみ収集

助成金として、各団体に１キログラム当たり６円を交付させていただいており、額

にしますと４百万円余りとなります。さらに今後の取り組みも拡大していく所存で

ありますので、よろしくお願いをいたします。 

 もう１点、これから町長として、生ごみをどうしていくのかとのことですが、ご

存知のとおり、ごみの処理に係る経費は重量で換算されますので、その意味で、生

ごみが占めるウェイトは大きく、生ごみの減量が経費の削減につながることは明白

であります。したがいまして、現在も取り組んでいただいている堆肥化の推進や処

理機の購入補助など、減量につながる施策を実施させていただいております。 

 先般もクリーン作戦委員会や、ごみゼロプラン推進委員会からの助言・提言もあ

りましたので、生ごみ処理機を導入した場合の減量度合いを知る意味で、既に生ご

み処理機をお使いの方々に対し、モニタリングを実施させていただく準備をしてお

りますので、その結果において、処理機の導入促進やその他、より有効な方策を考

えたいと思っております。基本的には重量を減らすことに尽きると考えております

ので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（門脇 助雄君）      上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 町長の２点目の返答の中で、他団体の状況などは詳しく知らせていただいたんで

すが、私が特に聞きたかったのは、自治会での委託、笹尾西なんかがやっていると

思いますけど、そこをちょっと。しかもほかの団体がやれば、それでいいと思って

いるのか。特に私は、在来地区だったら、集積場に既に集まっているものを自治会

がやれば簡単にできるのかなということもありましたので、自治会委託の件で絞っ

てよろしくお願いします。 



○議長（門脇 助雄君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   今現在では、確かに団地の方に集積場の設置をいろい

ろお願いをして、大分進んできております。現在のところは、団地の方では８カ所

ぐらいできております。在来の方なんですけど、やっていただいておる自治会もご

ざいます。大木等です。自治会ではないですけど、老人会とか子ども会とか、そう

いう団体でやっていただいております。私はどちらでもいいのですけど、全然やっ

てない自治会も在来ではございます。そんなことで、行政協力員会議、全体の自治

会長の会議の場でも、直接ひとつ各自治会で取り組んでもらいたいという依頼も、

お願いもさせていただいております。各種団体にも、また自治会の方から呼びかけ

ていただけませんかと。特に在来の方は、自治会の経費の中から各種団体の育成の

補助金も出されておる自治会もございますので、せっかくこんなような制度がある

ので、再資源化とか、そういうことで、その団体の経費を助ける意味でも、ぜひ取

り組んでいただきたいというようなお願いもさせていただいております。もっとも

っと自治会の方へ、これからもお願いを申し上げていきますので、よろしくお願い

をしたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   その件では、団地は各家の前だから、シルバーの人

も手間がかかると思いますので、時間がかかって、それだけ自治会委託なんかが始

まれば、経費節減になるかなということは本当に思っております。でも、やはり在

来地区で、今、大木のことも出されたんですけど、確かに老人会がやっていて、雑

誌、新聞、段ボールはきちっとやってもらっておりますので、本当に少なくなって

はおると思うんですけど、そこら辺がやはり一部だけだから、私としては何しろ安

い方に、そうやって団体が率先してやっている部分はそれでいいんですけど、シル

バーの方が安くつくのなら、それでいいんですけど、そこら辺で経費の比較もして

ほしいなということ。多分、団地だったら本当に各戸を回っているから時間がかか

って、シルバーより自治会なんかでやった方が経費節減になるかなと思いまして。

だけど、一部だけでは結局シルバーがまたやらないといかんから、やってもらえる

なら、すべてを、各自治会ごとで、ほかの団体がやってもいいですけど、シルバー

の人が全然行かなくてもいい、引き受けなくてもいいようなやり方、そこら辺で経

費節減をしていってほしいなということを思っているわけです。だから、在来地区

だったら既に集積場に集まっているから、シルバーの人も短時間で運搬ができます

ので、シルバーの方が安くつけば、別に無理をしていろんなところに、そうやって

自発的にやってくれるところはそれでいいんですけど、無理してお願いしなくても

いいかなという気もしております。そこら辺をきちっと条件を見ながら、経費節減

できるやり方で今後進めていってほしいと思います。資源ごみの件ではそう思って

おります。 



資源ごみではない、１点目と３点目に対してなんですけど、東員町のごみ処理費

は１年間で１人当たり１万５，０００円かかってます。これで一応収入として、ご

み袋とか資源ごみの販売収入を加えると１，０００円ぐらい減るんですけど、１万

５，０００円としても、４人家族だと、６万円のごみ処理の費用を町のお金で出し

ているわけです。 

そして昨年、ＲＤＦの生産のために広域が使った灯油なんですけど、私はそれを

聞いてびっくりしたんですけど、１カ月で広域全体で１億８，０００万円の灯油を

使ってます。東員町の可燃ごみは広域全体の約１割ですので、東員町の可燃ごみの

ために使った灯油が、１カ月で１，８００万円です。さっき町長言われたように、

可燃ごみは重量でいきますので、可燃ごみの中の約５０％が生ごみで、本当に重量

をとっております。そして灯油が莫大に要るのは、水分９０％という生ごみを可燃

ごみにしているから、本当に灯油がたくさん要ると思うんです。資源ごみの分別と

か、１０月から容器包装リサイクル法に本格的に取り組む東員町ですので、環境を

大切にするということで、温暖化対策もやってほしいし、それと経費の面から、両

面から、生ごみというのは、今、可燃ごみにしてますけど、分別ということを考え

ていかなければならないんじゃないかと思っております。 

そして今、ごみゼロとか、そういう中で話し合っているんですけど、いろんなや

り方があるんですけど、１つの例として、さっき言われた家庭用ごみ処理機のこと

なんですけど、ずっと長もちはしません。１回買ったらそれで補助は終わりという

のではなくて、ごみ処理機の耐用年数をもし５年としましたら、１家族６万円のご

み処理費を使っているんだから、それの６分の１でいいから１万円、そして５年の

耐用年数があるから、１年に１万円ずつ、ごみ費から出せば、５万円のごみ処理機

がただで使用者に配付できると思うんです。そして、もしそれがちゃんとやられた

ら、本当にごみ処理機でやれば、乾燥した生ごみができますので、もしここまでや

れば、きちっとした分別をしなくても、可燃ごみに入れても、量もぐっと減ります

し、そして乾燥もしておりますので、虫もわくこともなく、回収も、今１週間に２

回しているのは生ごみがあるからなんですよね。生ごみが臭くなるから１週間に２

回集めているのであって、これが本当にきちっと乾燥すれば、週に１回で済んで、

シルバーの人も集めなくていいから委託料が減るし、可燃ごみの量が減ったら、広

域への負担金も減るわけです。さっきのごみ処理機の負担をゼロにというから、こ

こら辺の広域の処理も減るし、シルバー人材に出すお金も減るということを考えて、

こういうことを言ったんです。 

そしてまた、地域によってコンポストでよいところは、今のコンポストはただ補

助をしているだけで、正しいコンポストではコンポストの使い方をしていないもの

で、あれは堆肥化をしているのではなくて、ただ腐らせているのだということで、

畑の虫がよくわくし、病を起こす原因になっているということも聞きますので、コ



ンポストを使うなら正しい使い方の指導をしたり、バケツなどでのぼかしを使うと

か、何しろいっぱいやり方はある。その中で、さっき町長は、ごみゼロプランやク

リーン作戦で提起させてくれ、予算は出すと言いましたので、そこら辺を期待して、

私も２つとも関係しておりますので、話し合いは進めていきたいと思いますので、

きちっと提案を積極的に検証していただきたいと思います。そこら辺はよろしくお

願いします。 

 次に移ります。 

 ２点目は後期高齢者医療制度について、生活福祉部長にお尋ねします。 

 世論の猛反対の中で、政府も内容の手直しを考え始めているようですが、今まで

無収入でも保険料を払わなければならなくなった人とか、子どもの扶養家族になっ

ていて、老夫婦が新しく保険料を払うようになった場合など、詳細については担当

課に提出しておきましたので、東員町の実態をお尋ねします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   上原議員の、後期高齢者医療制度についての

ご質問にお答えいたします。 

 多岐に渡り多くのご質問をいただいておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

まず、無収入で保険料を払う人は何人か、についてでございますが、本年４月か

ら、７５歳以上の高齢者を対象とした長寿医療制度が始まりました。この医療制度

は、今後、増大すると見込まれる高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代

と高齢者世代の負担を明確にし、また、世代間で負担能力に応じて公平に負担して

いただくとともに、公費を重点的に充てることにより、国民全体で支える仕組みと

なっております。一人一人の負担能力に応じて、保険料をご負担していただくこと

となっております。 

まず、ご質問の無収入の方につきましては、４月１日現在で、本町では９７名と

なっておりますが、そのうち、遺族年金とか障害年金などを受給されてみえる方も

含まれております。全く収入のない方は、ごく少数ではないかと考えております。 

 次に、夫が厚生年金で２０１万円の収入、妻が国民年金で７９万円の年金のみの

収入で、夫婦のうち妻が国保で、夫が長寿医療制度の場合の、以前の２人の国保料

と今の２人の保険料の合計はどれだけか、とのご質問でございますが、今までの国

保料ですと、２割軽減を受けることができる世帯でありました。夫婦で９万９，６

００円となっておりました。夫が長寿医療制度へ移行すると、夫の保険料は、均等

割が２割軽減となり、所得割と均等割で、合わせて６万２，０００円となります。 

１人が国保、１人が長寿医療制度に移行され、国保単身世帯となりますと、平等

割が半額となり、今まで軽減を受けている世帯につきましては、世帯の国保加入者



が減少しても同様の軽減措置が受けられますので、妻が１人のみの国保世帯となっ

た場合、妻の保険料は、均等割と平等割で２万９，０００円となり、以前に比べて、

夫婦合わせて、８，６００円の減額となります。 

次に、夫も妻も国民年金で、それぞれ７９万円ずつの収入、夫婦とも長寿医療制

度に加入した場合の以前の２人の国保料と今の保険料の合計はどれだけか、とのこ

とでございますけれども、国保料は、７割の均等割額が軽減となり、夫婦で４万７

００円となります。長寿医療制度の場合は、１人ずつ計算しますが、夫婦とも所得

がありませんので所得割はかからず、均等割が７割軽減となり、１人１万１，００

０円となります。夫婦合わせて、１万８，７００円の減額となります。 

なお、国保料につきましては、資産割額を１世帯当たり平均で１万８，９７３円、

均等割額と平等割額は平成１９年度の額で積算しております。 

 次に、長寿医療制度の保険料が国保と比べて低くなる人は何割で、高くなる人は

何割か、とのお尋ねでございますけれども、一概には申し上げることができません

が、国保料は、平成１９年度の保険料率で所得割が４．７２％、資産割が３６％、

均等割が２万６，０００円、平等割が２万５００円の４方式となっておりますが、

長寿医療制度では、均等割が３万６，７５８円、所得割率が６．７９パーセントの

２方式となっております。資産割が賦課されない分、保険料が安くなります。 

高額所得者につきましては、所得割の率が高い分、保険料額が上がると思われま

すが、国保から長寿医療制度に移行されましても、さほど保険料に差は生じないも

のと思われます。 

次に、町民の方からの長寿医療制度に関する問い合わせの件数は、とのことでご

ざいますけれども、３月中旬から４月末までに２３１件の問い合わせがございまし

た。問い合わせ内容といたしましては、被保険者証の資格などに関する問い合わせ

が、町民の方及び医療機関の方から８２件、被保険者証の送達に関する問い合わせ

が３８件、保険料の賦課に関する問い合わせが６２件、保険料の特別徴収に関する

問い合わせが２２件、その他、制度に係る問い合わせが２７件ありました。ほとん

どの方が電話による問い合わせで、窓口にお越しになられた方は１８名でございま

した。 

次に、不在等により、被保険者証が返戻された件数は、また、返戻件数のうち、

まだ被保険者本人に未送の件数は、とのお尋ねでございますけれども、被保険者証

は、誤配達を防ぐために、確実にご本人に届けるように、三重県後期高齢者医療広

域連合から配達記録の郵便で送付させていただいております。不在等でお届けでき

なかったときは、不在通知等でお知らせし、郵便局で一時保管していただいており

ました。それでも配達期間が過ぎた方につきましては、一たん広域連合に返送され、

数日後、町に送付されてまいります。未送付の件数は１８件で、早々に町の職員が

手分けして各家庭を訪問し、中には、一人暮らしの方で病院等に入院されている方



もあり、直接病院に伺って手渡しをし、４月１４日までには、すべてご本人に届け

させていただいております。 

 次に、６５歳から７４歳の障害者は、本人が「脱退届」を出さなければ、自動的

に長寿医療制度に移行されるが、脱退届は何人で、移行したのは何人か、とのお尋

ねですけれども、６５歳から７４歳の一定の障害のある方で、老人保健資格を取得

している方につきましては、長寿医療制度に加入は任意とされております。加入す

る、加入しないの意思確認を、１１５名の該当者に、昨年の１２月に実施させてい

ただきましたところ、長寿医療制度に加入するを選択された方が６１名、加入しな

いを選択された方は５４名でした。未加入を選択された方につきましても、５７歳

に満たない期間は任意で制度の選択が可能とされています。 

 最後に、先ほどの障害者が長寿医療制度に移行した場合と、移行しなかった場合

とで、福祉医療費の助成に制限はあるのか、とのお尋ねでございますけれども、長

寿医療制度、国民健康保険など、その他の保険制度でありましても、従来どおり福

祉医療費を助成させていただきます。 

以上、事前にいただきましたご質問の回答でございます。 

よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 

○議長（門脇 助雄君）      上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   いろいろ細かくありがとうございました。 

 私も独自に、直接、二、三は聞いてみたり、資料も取り寄せて調べて、今、報告

を受けて、大体確認できました。 

 特に東員町は、ずっと比べてみていましたら、年金が７９万円から２０１万円程

度では、長寿の方が国保より安くなっておりました。４００万円を超して５００万

円を超すと、本当に大分高くなっておりましたけど、そこら辺では、心配していた

最低年金段階での値上げは今回はなかったようだったので、一安心しました。 

そして障害者の方の移行の件でも、県によっては全然連絡しないで、本人から申

し出がなかったら、移行したということも聞いておりましたけど、東員町では、全

員にきちっとはがきを出していただいて確認をしてもらったということで、とても

よかったと思っております。 

でも考え方として、今回、東員町としては、その中で一生懸命やってもらってい

るんですけど、政府の見直し案で一応出てきておりますけど、この長寿の制度は本

当にいけない制度だと思っております。今はこういうふうでいいんですけど、この

軽減がずっと続くわけではありません。２年ごとの改定で、医療給付費の増加と後

期高齢者人口の比率の増加によって、きちっと２年ごとに保険料が増加していく仕

組みです。また、この制度は差別医療制度でして、健康診断は行政の義務でなくな

り、７５歳になったら健康づくりは不要と言わんばかりになりますし、治療費に上

限をつける定額制の導入で、必要な、特に糖尿病とか、ずっと検査を受けていかな



いといけない、そういう病気などでも、必要な検査も受けられなくなります。退院

支援計画も、入院するとすぐつくられたり、後期高齢者の病院追い出しが、そうい

うので高まってきます。新しい診療報酬も導入しましたけど、終末期医療だけは、

今回の世論の反対で見直しには入っておるようですけど、本当にひどい制度ですの

で、こんな制度は一日も早く廃止になってほしいと思って、次の質問に移らせてい

ただきます。 

３点目は保育園とか幼稚園の非正規職員の待遇改善について、教育長にお尋ねし

ます。 

１つ目に、３月議会の教育民生常任委員会で、保育園・幼稚園の 非正規職員

の賃金是正について質問して、善処したいと考えているという答弁がありました。

実施状況はどうなっておりますか。 

２つ目に、長期間期限付臨時で働いている人たちに、正規職員への道を広げるた

めに、採用試験の年齢引き上げを実施するべきと考えております。前向きの回答を

お願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   上原議員の、臨時職員の待遇改善についてのご質

問に、お答えいたします。 

 まず、賃金など、臨時職員の雇用条件の改善につきましては、これまでもさまざ

まな場で、ご指摘やご要望をいただいております。私どもといたしましても、当分

の間、相当数の期限付職員を採用する必要があることから、昨年度末に、賃金等の

見直しに取りかかったところでございます。例えば、現在の日額制から月額制への

変更、あるいは経験年数に応じた賃金など、他の市町の状況も参考にさせていただ

きながら検討しております。新年度の予算編成時までには、担当課と協議をして、

結論を出してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いを申し

上げます。 

次に、新規採用試験の上限年齢の引き上げということでございますが、受験資格

につきましては、昨年の保育士・幼稚園教諭の採用試験では、上限年齢を２５歳ま

で引き上げて実施をされております。 

幼児教育の充実という観点から申し上げましても、講師経験のある優秀な人材を

確保することや、中長期的な視点から人材を育成していくことは極めて重要なこと

と考えております。 

今後も、受験資格を含めて、職員の採用につきましては、担当課と十分協議して

まいりますので、よろしくご理解賜りますようお願いをいたします。 

○議長（門脇 助雄君）      上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   私が職場を去ってからもう８年が過ぎました。その

ころから朝夕の長時間保育をしてもらっている人、また１クラスの担任をしてもら



っている期限付の臨時の人たちが、今でも頑張っておられます。１０年以上、担任

もしたりして頑張っていられる期限付の臨時の保育士がいるから、保育園とか幼稚

園は成り立っている部分がありますよね。それで期限付は今、日給７，８００円で

す。月給にするという話はありましたけど、月給にしても７，８００円×２２日分

であれば１８万円弱だと思うんですけど。また、保育士たちの年休とか週休の代替

えとしての臨時保育士の１日１日の期限付じゃない人たちは、何と日給６，３００

円なんですよね。私がおる時と全然変わってないんです。勤め始めてから１～２年

は仕方ないとしても、１０年たって同じ金額、これでは一生懸命、子どもたちに保

育をしてもらっている人たちに余りにもひどい仕打ちだと思うんです。 

また、朝夕の長時間保育は、始まった時はたしか８００円ぐらいで、１００円ず

つ上がって１，０００円になってから２０年以上が同じ金額です。やはり朝夕は本

当に主婦が一番出にくい時間ですので、１，０００円というのが２０年以上前から

やられているんですけど、現在は朝夕でなくても、いなべ市の普通の１日１日来て

もらう保育士は自給１，０００円なんですね。しかも期限付ではないのです。それ

に比べて、本当に出にくい時間に頑張って保育してもらっている人たちに対して、

どうお考えですかということで、よろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   上原議員のおっしゃることを十分わかっておりま

して、先ほどもご答弁申し上げたように、できたら月給制への移行、そして経験年

数に応じた賃金など、他の近隣の市町の状況も十分に勘案させていただきながら、

優秀な人材を確保できるような雇用条件にしてまいりたいと考えております。 

 どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（門脇 助雄君）      上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   それを期待して、次の正職員に向けての件に入らせ

ていただきます。 

 さっき２５歳と言ったんですけど、既に私がいる時に２５歳ですから、今、１０

年頑張ってみえるから３５歳になってるんですね。正規職員の試験を受ける資格が

ないのですよ、そうなると。そこら辺で、もうちょっと引き上げは考えてほしいと

思います。 

 でも今一つ聞いていて、同じ期付けでも、経験をきちっと入れてもらえば、少し

は安堵するところもあるんですけど、そこら辺、よろしくお願いしたいんです。だ

って、今年、予算書で見てみると、保育園で１８人、幼稚園で６名で、２４名の期

限付の人が担任をしてもらっているんですよね。そしてこの人たちは全員が育児休

業とか病気休暇の代替えなら仕方ないんですよ。現状は違うんですよね。人件費削

減のためとしか思えない、仕事内容は正職員と同じで、クラスを持って、勤務時間

も時間外労働も期付けの人は一緒です。そして責任の重い仕事を長期にわたりずっ



と、１年でないんですよ、そうやって１０年続けている人もみえますので、本当に

年齢のこともよく考えて、不安定な身分のままずっと続けておられるんですから、

さっき言われたように、ほかの自治体のことも加味しながらやってください。今、

東員町は交通費も出てないんですよね。期付けの人も交通費が出てないんです。そ

こら辺、将来を担う子どもたちのためにお金を使うことは、町民の方々も異存はな

いと思うんです。また、若い方の定住政策でも、子どものある人が東員町へ住もう

かという気持ちになってもらうための、正規職員による保育で、のびのびとした子

どもを育ててほしいと思っております。 

 この点、よろしくお願いします。 

 次に移らせていただきます。 

 ４点目に、高齢者世帯向けの施策の実施についてですけど、総務部長にお尋ねし

ます。 

 ５月末締め切りの６５歳以上世帯の火災報知機の申し込み状況と、該当世帯件数

はどれだけですか。また、他の高齢者世帯向け施策として、家具転倒防止などがあ

ると思うんですけど、申し込み状況と該当世帯件数を教えてください。 

よろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   ただいまの上原議員からの、高齢者世帯向け施策

の実施についてのご質問にお答えを申し上げます。 

住宅火災によります死者数の約６割は逃げおくれが原因ということで、就寝中に

亡くなる方が多いため、火災警報器の寝室等への設置が義務づけられました。 

本町では、高齢者世帯及び重度身体障害者の世帯など、みずから取りつけが困難

であろうと思われます約９５０世帯を対象に、火災報知機の無料設置を進めてまい

りました。平成１８年度から設置義務期限の本年５月末までに５６５世帯から申し

込みがあり、４４５世帯に設置させていただき、残る世帯も順次、設置を進めてお

ります。なお、現在も申請期間を延長し、申し込みいただいております。 

また、地震対策事業といたしまして、平成１７年度から、火災報知機と同様に、

みずから取りつけが困難であろうと思われます世帯を対象に「家具の転倒防止器具」

の無料設置も行っておりまして、現在、１１９世帯から申し込みをいただき、１１

２世帯設置をいたしております。これからも引き続き進めてまいりますので、どう

かよろしくお願いを申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（門脇 助雄君）      上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   ありがとうございました。 

 私がこの質問をしましたのは、高齢者世帯、特に目や体が弱っている人たちが一

番必要になるんですけど、その人たちが広報などをきちっと読めなかったりとか、



役場へ申し込みに来れなかったり、そういうのではないかということで、周りの人

から、そういう人がいるのではないか、一人一人に、はがきなんかをくれた方がい

いよねというようなことを聞いたからです。でも、私も実はこれに該当するのです。

一人暮らしの高齢者ということで。ですけど、私みたいな元気な人はその案でいい

のですけど、だれが見てもちょっと無理かなと、広報を理解できたかなとか、高齢

者世帯ですので、若い人がいないもので、該当者全員でなくても、年齢で区切ると

か、容体がわからなければ年齢で区切らなければ仕方がないのかな、そこら辺では、

さっき高齢者７５歳というのは反対しているのですけど、私はもうじき６６歳で、

１０年たったら７５歳で、１０年ですごく健康はみんな違うと言いますので、そこ

ら辺で区切ってもいいから、全員じゃなくてもいいから、さっきの障がい者の方の

意向の件でありましたように、はがきを一人一人に出していただけないかなという

ことを考えて、この質問をさせていただきましたので、また担当課で話し合っても

らって、よろしくお願いします。 

 次に５点目に移ります。 

 子育て支援マップについて、生活福祉部長にお尋ねします。 

 子育て支援センターのなかよし広場が、４月から月曜日から金曜日まで拡大され、

ファミリーサポートセンターの整備もされてきました。子育て支援は町独自だけで

なく、福祉やいろんなボランティアサークルもしております。それらを総合的にし

たマップとか小冊子とか、何かできないかなと考えておりますけど、いかがですか。

よろしくお願いします。 

○議長（門脇 助雄君）      松下忠生活福祉部長。 

○生活福祉部長（松下 忠君）   上原議員のご質問にお答えする前に、先ほど

２点目の質問の後期高齢者医療制度の終わりの方で、ちょっと年齢が間違っており

ましたので、訂正をさせていただきます。長寿医療制度に加入する方、加入されな

い方ということで人数を申し上げました。その後に未加入を選択された方につきま

しても、５７歳と申し上げました。申しわけございません、未加入を選択された方

につきましても、７５歳に満たない期間は任意で制度の選択が可能とされています

というふうに、ご訂正をお願いいたしたいと思います。 

 それでは、子育て支援マップなどについてのご質問に、お答えを申し上げます。 

ご存知のとおり、本町の子育て支援事業は、次世代育成支援対策地域行動計画に

基づき、多くの部署で、それぞれの立場に立った特徴ある取り組みをしており、ご

利用されます皆様に、いろんな形態で、詳しく情報を提供させていただいておりま

す。 

他の市町の支援マップなどを参考に見せていただきますと、保育、教育、医療な

どの施設や公園などの位置案内がほとんどでございました。本町におきましては、

広報、ホームページ、オレンジバス路線図、観光マップなどにより、十分代用いた



だけるものと考えているところでございます。 

新たな資料を作成するのではなく、ホームページ等の更新により、最新の情報を

いつでもご覧いただけるよう、関係各課と連携し、努めてまいりたいと存じますの

で、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（門脇 助雄君）      上原君代さん。 

○１番（上原 君代君）   インターネットとかという回答だったんですけど、

やはりなかなかそこを探してということは、子どもで、まだ小さい人には難しい点

もあるかと思いますので、私としては、子育ての人がパッと見る一つのものがそこ

に集約されたら便利かなということを思ったわけです。 

私は資料しか見ていませんけど、以前、議会の教育民生常任委員会で福岡県の宗

像市を視察したと聞いております。それの資料を見せてもらいました。すると、子

育てハンドブックというのを宗像市でつくって、子連れお出かけマップというのは、

宗像市の子育てネットワークがつくったのがあります。本当に子育てネットワーク

でつくったお出かけマップだけでなくて、市がつくった支援ハンドブックにも、さ

っき言った自主運営グループの子育てサークルの一覧表からおもちゃ病院のことか

ら、市内の小児科医院、耳鼻咽喉科医院、歯科医院などの一覧表、親子で楽しめる

公園一覧表など、本当にこれだったら東員町で今子育て支援センターへ行くか、社

協へ行ったりするんですけど、人がいっぱい集まっているところへは、まだよう出

かけない人たちもいるわけです。知っていても、もう少し小規模なところから出発

したい、そういう人もおるわけですので、自分たちでそういう一覧表、子どものこ

とを専門に集めた、初めから大がかりなものじゃなくても、ちょっとした見るもの

があれば、ここへ行こうかなということで出かけられる、そういうのをぜひつくっ

てほしいと思うんです。内容としても、そんなに難しく考えなくても、支援センタ

ーなどから少し呼びかけてもらえば、あとはお母さんたちが調査したり、何かやっ

て、最初だけきっかけをつくっていただけたら、お母さんたちが寄ってつくれると

思いますので、本当にそこら辺はもう一度よく考えて、よろしくお願いします。 

 これで質問を終わります。 

 


