
○１４番（大崎 潤子君）   今１２月定例議会におきまして、１点目は介護保

険について、２点目、準備基金積み立てについて、３点目、図書館についての３点

の一般質問を行います。明解な答弁をよろしくお願いを申し上げます。 

 まず最初に、介護保険について。 

 国においては、介護保険２０１１年法改定に向けた審議が、介護保険部会で急ピ

ッチに進められており、基本的な論点として、サービス体系の見直し、地域包括ケ

アの実現が挙げられています。これは団塊の世代が後期高齢期を迎える２０２５年

に向け、実現される課題として構想されております。 

２０１１年、法改定は地域包括ケアの基本的な骨格方針を確定させ、具体的課題

に着手していく出発点となる法改定です。同時に地域包括ケアの実現が医療制度改

革と連動させ、医療、介護一体改革の一環として位置づけられていることです。 

 地域包括ケアの定義は、ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、

生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみならず、福祉サービ

スを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域

での体制とされています。 

 住まい・医療・介護・福祉・予防と、５つの要素としたコミュニティづくりと説

明されております。地域住民が２４時間、３６５日、必要な医療や介護、生活支援

を受けながら、住みなれた地域で生活の継続が可能になるという地域包括ケア構想

は、安心して老後を過ごしたいという高齢者や国民の要求を反映したものと言える

と思います。 

 しかし一方では、１、地域包括ケアを支える人材のあり方はどうなるのか、現状

でも深刻な介護職の人手不足、２、土台となる理念が自己責任で、自助・互助・共

助、公助の役割分担を強調し、自助・互助に重心を置く方向です。３、安上がり介

護を追求、４、営利化・市場化の推進などの問題点があると考えるものです。 

 高齢者、事業者、職員、自治体にとって、あるべき地域包括ケアについての部長

の見解を、まず最初にお尋ねをしたいと思います。 

 次に、地域包括ケアの確立を目標として盛り込む予定の第５期介護保険事業支援

計画は、２０１２年スタートに当たって、９月議会で調査計画策定委託料、４９万

５，０００円を計上しました。その実態調査の内容について、伺いたいと思います。 

 次に、２００８年６月から７月に実施した高齢者実態把握調査から、主な介護者

は８割が女性、主な介護者の年齢、６５歳以上が３１．９％、介護に対する負担感

では、精神的な負担で６４．７％と高くなっています。他の市町では抑うつ傾向が

２５％、こういう調査結果も出ているところです。 

 このように負担感を少しでも減らすために、見守りと助言、あるいは介護サービ

スや高齢者福祉サービスを紹介しても受けてもらえない世帯、相談を拒否する世帯

があるなど、改善をするために、まず介護で困っていることは何かを調査し、行政



で何ができるのかを取り組むために、ぜひ訪問相談員の設立が必要ではないかと考

えるものです。 

生活福祉部長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   大崎議員からの介護保険についてのご質問

に、お答え申し上げます。 

第１点目の「実態調査内容について」でございますが、本年９月定例会におきま

して補正予算を計上させていただき、高齢者実態把握調査（日常生活圏域ニーズ調

査）を実施いたしました。 

調査数は、町内在住の６５歳以上の高齢者２３０名を対象にアンケートを発送し、

２１８名の回答をいただいております。 

調査内容につきましては、各設問が８項目の８３種類で構成し、高齢者の健康状

態と介護予防にかかる調査となっております。 

現在、単純集計は完了しておりますが、第５期の高齢者福祉計画・介護保険事業

計画策定に向け、地域ごとの高齢者の課題分析や状況の把握を行っているところで

ございます。 

次に第２点目の「訪問相談員の配置について」の質問にお答え申し上げます。 

本町介護保険事業計画の基本理念を、「だれもがいつまでも健康で安心して暮らせる

まち とういん」とし、高齢になっても介護が必要となっても、すべての町民が安

心して暮らすことができ、それぞれが誇りをもって自分らしく生きることができる

まちを目指しております。 

 ご質問の「訪問相談員の配置」につきましては、地域包括支援センター職員３職

種と別に認知症連携担当者を配置し、日常の相談業務において対応し、訪問相談等

を実施しているところでございます。 

現時点での訪問相談員の配置は特に考えておりませんが、今後増加する高齢者の

多様なニーズに対応するため、研究をしてまいりたいと考えております。 

 次に第３点目の「地域包括ケア構想について」のご質問でございますが、議員も

ご承知のとおり、本年１１月２５日、国の社会保障審議会介護保険部会におきまし

て、介護保険制度の見直しに関する意見（案）が示され、その項目の 1 つとして、

要介護高齢者を地域全体で支えるための体制の整備、いわゆる「地域包括ケアシス

テムの構築」が必要とされております。 

日常圏域において、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、

有機的かつ一体的に提供される体制の整備が必要と考えられており、本町におきま

しても、今後の地域包括ケアシステムの構築が問題となりますことから、今後も国

及び県の指導を踏まえ、地域包括ケアの構築を検討してまいりたいと考えておりま

すので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 



○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 まず最初に実態調査ですけれど、６５歳以上の方で２３０人の方に調査を行いま

したということですが、５期もこういう形で冊子をつくらなければならないという

ふうに思うんですけれど、これとは別に要介護を受けていらっしゃる方の調査とか、

６５歳以上の一般の皆様を対象とした調査を、前回の時に１，０００名やられてい

るのですけれど、それとこれの整合性ですね、これで第５期の中に反映をしていく

という答弁があったんですけれど、そのあたりの整合性と、第４期に行われた要介

護認定者の調査、そして一般向け１，０００人の調査についてはどのようなお考え

なのか、お尋ねをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答え申し上げます。 

 今回の日常生活圏域ニーズ調査につきましては、国のほうの５期の計画を策定す

るために、全国５７保険者、調査対象は６５歳以上の高齢者の調査対象者、３万５，

９１０人を対象にして、全国的に行ったものでございます。 

 このデータを利用しながら、来年度また前回と同様の調査もさせていただきたい

と考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   この調査は５９自治体と申しましょうか、そうい

うところの指定において実施をしたということでしたね。その件についてはわかり

ました。来年度に多分実施をされると思いますけれど、きちっとした実態調査とい

うのが大切ではないかというふうに思います。 

 そこで、前回実態調査で要介護認定の方の回収率が約７０％、一般の方が７７％

なんですけれど、回収率というのをもう少し引き上げていただいて、本当に皆さん

の思いというのか、こんな点で困っているとか、この点はこういうふうに改善して

ほしいとか、そういう声の取り上げというのを、きちっとやっていただく方法を取

っていただきたいというふうに思います。回収で返ってこなかった方の対応につい

て、事前にお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   確かに回収率が１００パーセントまでいか

なくて、７０何パーセントになってございますけども、来年のアンケート調査につ

きましては、できるだけ回収率を上げる方策について検討してまいりたいと考えま

す。どういった方法があるか。少しでも上げて、皆さんの声をできるだけ聞くとい

うことを、まず考えてまいりたいと考えます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 



○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ前向きに対応していただきたいというふうに

思います。 

 ２点目の訪問相談員の配置を望むという件ですけれども、確かに今、包括支援セ

ンターのほうで、いろんな形で対応していただいているのは十分承知をしておりま

す。しかし、この事業計画の中にも書いてございますが、介護をなさっている方が

相談をする方が親戚であったりとか、ケアマネージャーであったりというのが、す

ごくパーセンテージが高いのだけれども、担当課へ行ったりとか、窓口での対応と

いうのは、この中からでも数値が低いわけですね。せっかく窓口で頑張っていらっ

しゃる、そういうところの活用が少ないということは、いかがかなというふうに思

います。 

 ですからまず一歩、外に足を踏み出していただくための訪問相談員を増やしてい

ただいて、もっと幅広くいろんな声というのを吸い上げていただけないのかなとい

う思いがすごく強いのです。 

精神的な負担の方が約６４．７％と、前回の調査にあるのです。そこをさらに分

析しているのが精神的な部分というので、よその地域では、抑うつ的な症状のある

方とかというような分析もしているわけなんですね。そういう意味では、先ほど申

しましたように、まず行政が介護で何を困っていらっしゃるのか、行政として何が

できるのか、そういう観点に立てば、今いらっしゃるスタッフが、もう少し積極的

に外に出て、いろんな声を吸い上げていただきたいという活動が、とても大切では

ないかというふうに思うので、ぜひ今あるスタッフを、もちろんフル回転は必要で

しょうけれども、それ以上に、私は何か相談員的な役割を果たしていただく方が欲

しいなという思いが強いので、もう一度そのあたりをお願いをしたいというふうに

思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答えさせていただきます。 

 現在、東員町包括支援センターには、介護支援専門員（ケアマネージャー）、保健

師、社会福祉士の職員で相談業務を行っておるわけなんですけども、昨年度から認

知症連携担当者、やはり高齢化ということで、少しずつ高齢になると、そういった

ことも必要になってくるということで、認知症連携担当者というのは、県内で東員

町と津市と松阪市の３自治体に置かれておりまして、そういったことも認識いたし

ておりまして、昨年度から１名増員して、３名のところ、東員町は４名という体制

で、できるだけ相談に取り組んでおるところでございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   その点については先ほどから申しているように、

頑張っていただいているという点は評価をいたしておりますけれど、これから高齢

化率もだんだん高くなってきますので、そういう観点からぜひ前向きに、生活相談



員という名前がいいのかどうかはわかりませんけれども、努力をお願いをしたいと

いうふうに思うわけでございます。 

 これからの構想になりますので、研究課題になろうかという先ほどの答弁でした

が、地域包括ケアですね、新しい内容に入っていくわけですけれど、本当に地域包

括ケアによって、地域で２４時間、３６５日ケアをしてもらうことができれば、そ

れこそ一番両手を上げてうれしいなというふうに思いますが、本当にそれを受けら

れるのは限られているのではないのかなというふうに思います。 

介護保険そのものが申請制度なんですよね。申請しない限り、保険料を払ってい

ても何も役に立たない、こういう大きな問題点がそこにあるというふうに思うんで

す。ですからそこから改善をしていかなければいけないというふうには思うんです

けれども。 

介護保険料を払っていて、介護を受けたいときに使える、そんなシステムという

のをぜひ考えていただかなければならないし、東員町として何が問題なのか、何が

足りないのか、その辺はきちっと精査、議論していただきながら、地域包括支援セ

ンターができた場合、本当にこれが東員町にとってメリットになるのか、どの部分

がデメリットなのか、もっともっと私自身も勉強しなければいけませんけれど、担

当課とか社協とか民生委員とか、そういうのでプロジェクトチームか何かをつくり

ながら、地域包括支援センターのあり方について、研究を重ねていただきたいとい

うふうな思いがすごく強いのです。 

介護保険で介護を受けていながらも利用料がかかりますので、本当は３回受けた

いけれど、お金が高いために１回しか受けられない、こういうこともあり得るわけ

ですね。こういうのが地域包括の新しいシステムになったら、もっともっと格差が

広がるような思いで、今、内容を読んでいるんですけれど、そういうことがあって

もいけないというふうに思いますので。そのあたりで地域包括ケアについての部長

の対応ですね、どういう形でこれから研究をしていただくのか、部長の考えをお聞

きしたいというふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   お答え申し上げます。 

 今回介護保険制度の見直しに関する意見書（案）が出されておりますが、打ち出

されました２４時間対応の定期巡回とか随時対応サービスの創設、また介護保険事

業計画における医療サービスや住まいに関する計画とのさらなる連携とか、利用者

負担や保険料の見直しを盛り込んだところでございますけども、これらを踏まえ、

制度改正が行われるものと考えております。 

今後新たな介護保険法が成立し次第、法の趣旨に基づき、東員町に最も合った第

５次東員町高齢者福祉計画介護保険事業計画を作成していきたいと考えております

ので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。 



○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   過程というか、これからの方法論はわかったんで

すけれど、部長として、先ほど申しました地域包括ケアに対して研究をするプロジ

ェクトチームといいましょうか、そういうことについてはどんな思いでいらっしゃ

るのか、お尋ねをしたいというふうに先ほど申しました。もう一度、答弁をお願い

したいというふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   先ほどの地域包括ケアとか、その辺につい

てのプロジェクト等について、今後検討してまいりたいと考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   検討をしていくということですので、これが前向

きなのか、私は前向きに検討していただきたいということを念じて、前向きに検討

していただくものだと思います。 

 介護保険については、最後に自己責任論を前提とした排除の体系ではなくて、憲

法２５条に貫かれた生存権保障の体系としての法的責任の強化、公的制度の拡充、

国が社会保障の抑制をやめさせること、これが大切ではないかというふうに思いま

す。そして介護保険の国庫負担の引き上げ、このような要望をぜひ国へ届けていた

だきたいということを強く要望いたしまして、次の質問に入りたいと思います。 

 ２点目は準備金積み立てについて、阪神淡路大震災から早くも１６年がたとうと

いたしています。この間、鳥取西部地震、新潟中越地震など、巨大地震が全国で相

次いで発生をし、日本列島が地震の再活性期に入ったことが示されました。この地

域でも東海地震や東南海地震などが発生する確率は高くなっていると思います。 

 国においては被災者生活再建支援法で、生活再建のための上限１００万円に加え、

住宅再建のための資金援助、最高２００万円の支給が盛り込まれることになりまし

た。 

 そこで本町においても、健全財政の時に災害用のための貸付金を準備するための

積立金をつくったらどうかと提案をしたいと考えます。住宅半壊時の取り壊し費用

の一部に１００万円ぐらいの貸付金に関する考えを、お尋ねをしたいと思います。

また、上水道管や町の公共施設も老朽化してきています。下水道管は耐震性のもの

に取り替えつつあるように思います。学校や保幼施設は耐震補強は完了いたしまし

たが、他の公共施設については補強が必要な施設もあるのではないかと考えます。

今後の補強の必要な施設の件数はどれだけですか。それためにも補修費用を積み立

てておく必要があると考えますが、総務部長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤井総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）   大崎議員の準備金積み立てについてのご質問に、

お答えを申し上げます。 



 ご質問の東南海地震などの災害に対する対策につきましては、議員もご存じのと

おり、本町の地域防災計画において定めておりまして、多大の人的・物的被害が発

生した場合で、必要と認められるときには、災害救助法に基づく手続を速やかに行

うことと規定をいたしており、住居が半壊し、自らの資力では応急修理をすること

ができない場合や、大規模な修繕を行わなければならない、居住することが困難で

ある場合に、日常生活に必要最小限の部分に、１世帯５２万円以内の救済が受けら

れると定められております。 

 また、本町の災害弔慰金の支給に関する条例によりまして、世帯主が負傷し、住

居が半壊した場合には、２７０万円までの災害援助資金を貸しつけることができる

ことも定められております。 

災害発生の際は、まず最初にこれら災害救助法、災害弔慰金の支給等に関する条

例による対応をと考えております。状況に応じ判断を行い、町の財政調整基金が、

災害により災害復旧に要する経費に充てる場合には、その一部を処分することがで

きると規定されておりますので、そういう場合は、基金を活用して対応してまいり

たいとも考えております。 

続きまして、上下水道施設や公共施設の老朽化に対する修繕費用に関しましては、

議員ご指摘のとおり、耐用年数を経過した時期に多額の資金を必要といたすところ

でございますが、前もって資金を積み立てていく場合には、水道料金や下水道使用

料の算定に影響することや、長い期間にわたって効果を生ずる施設を整備する事業

については、現世代の住民の皆さんだけに負担を負わせることは不合理でございま

して、後世代の皆さんにもご負担いただくという、住民負担の世代間の公平のため

の調整を図る意味からも、地方債の活用も考慮し、財源の確保を行ってまいりたい

と考えております。 

以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 改めて基金を積み立てをしなくても財調で対応できるという答弁でした。こうい

うことがあってはいけないし、あっても最小限に食いとめられるように、事前にそ

れぞれ各家庭、あるいは公共施設でやらなければいけない家具の転倒防止とか、い

ろいろあるというふうに思いますので、そういうこともしながら、もし最悪の場合

は、こういう形で条例を改正しながら対応することが可能だということを理解でき

ました。 

ぜひこういうことについて、広報でも流していただくと、心配をなさっている町民

にとってはいいのかなというふうに思います。 

私自身も大変勉強不足で、いただいた防災関係の冊子ですけれど、それを斜め読

みしただけでしたので、ここで２７０万円の貸付が、いろんな条件があるかもわか



りませんけれど、可能であるということがわかりましたので、町民にとっては、い

ざ事故が起きたときにどうしていいかわからないということがございますので、ぜ

ひそれは広報等に載せていただきたいというふうに思いますが、その点について、

総務部長の考えをお願いをしたいというふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤井総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 ただいまご指摘をされましたとおり、私どもなかなかＰＲする機会を持っており

ませんでした。今後ＰＲをぜひしていきたいと考えておりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   常に町長が安心・安全のまちづくりということを

おっしゃっておりますので、そういう観点から、町民の皆さんにぜひ周知といいま

しょうか、お知らせをお願いをしたいというふうに思います。 

 ここの質問の中に書かなかったのですけれど、今後補強が必要な公共施設の件数

がどの程度かなというのが１点と、建設部長ですけれど、上下水道の耐震化率がわ

かりませんので、お願いできないのかなというふうに思います。昨年度は３カ所の

水源池と校区配水池は耐震診断業務を行っているんですけれど、その他については

どのようなのかなと、その２点について、これは建設部長のほうで、お願いをした

いというふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   藤井総務部長。 

○総務部長（藤井 浩二君）   お答えを申し上げます。 

 まず公共施設の関係でございますが、小中学校等すべて終わらせてはいただいて

おりますが、庁舎の今おっていただく議場の部分が耐震補強をする必要があるとい

うことで認識をいたしております。それぐらいが残された課題かなというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷建設部長。 

○建設部長（水谷 史郎君）   上下水道施設についてのご質問でございます。

先ほどご質問の中にございましたように、施設関係、配水池関係については耐震診

断を終えておりまして、現在のところ、それについては問題がないということでご

ざいますけども、私どものほうといたしましては、施設だけではなくて、今後十分

考えなければいけないという点を今見い出しております。 

それと申しますのは、例えば町内には１００トンの耐震貯水槽が３カ所ございま

す。それから避難場所がございます。これらを配水池から持っていく導水管、また

配水管に対して老朽化した配水の管を取り替える場合に耐震等の積立金で対応を図

っていくと、これらが課題となっておりますので、今後十分に積み立ててまいりた



いというふうに現在考えております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   総務部長は、この議場が耐震補強が必要だという

ことをおっしゃいまして、あとの建物については心配がないという形で理解をして

よろしいですね。 

 それと配水管の設備というのが、今後の大きな課題であるということで、毎年少

しずつ配水管の布設替えというのを行っておりますね。それは耐震性のあるものに

布設替えをしていただいているのかどうなのかというのと、建物でも管でも、長期

的な計画と短期的な計画というのを立てながら、多分おやりになっていただいてい

ると思うんですけれど、そういう観点からすると、上下水道について、５年計画で

何百なのか、キロメーターなのかわかりませんけれど、布設替えをする予定である

とか、そういう計画についての詳細はどのようでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷建設部長。 

○建設部長（水谷 史郎君）   現在も下水道管、上水道管を老朽化した分を取

り替えておりますけども、下水道管については管更生等を中心にやっております。

上水について、基本的に耐震化の順次の計画は今現在ございません。先ほど申し上

げましたようなことが課題となってきますので、のべつ幕なしに全部改修していく

というのではなくて、先ほど申しましたような拠点を配水するについて、まず考え

ていきたいと思っておりますので、お願い申し上げたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   では拠点改修については、年次を追って計画とい

うのをお持ちなのでしょうか。来年度から立てられるのか、そのあたりが答弁漏れ

だったのかなというふうに思いますので、お願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷建設部長。 

○建設部長（水谷 史郎君）   今現在、確たる計画はございませんので、先ほ

ど申しました拠点等へ配水する延長、またはどのような工法で何年かかっていく、

それに対する事業費、これも明確にしてまいりたいと思いますので、今後策定をし

てまいりたいと考えておりますので、お願い申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   建物も含めて、町民にとっての財産ですので、ぜ

ひきちっと長期的な計画、短期的な計画も含めて、早急にお願いをしたいというこ

とを思います。 

 そして３点目に入りたいと思います。 

 ３点目は図書館について。 

 第４次総合計画では、図書館ネットワークの充実、特色ある図書館づくりを推進



しますとなっておりました。この１０年間でどのように図書館は町民の中に定着を

し、愛されてきたのでしょうか。今回の第５次総合計画には、乳幼児から高齢者ま

で幅広い年齢のさまざまな社会教育活動を支援するために、利用者のニーズや社会

情勢に沿った蔵書整備と利用しやすい図書館づくりを行いますとなっています。 

 ２００９年度の実績は、貸し出し冊数が１８万３，７２０冊、町民１人当たりの

貸し出し冊数は６．２冊、図書購入費は昨年で３，２００冊、約５２０万円です。 

赤ちゃんからお年寄りまで、あらゆる世代の町民が、本との出会いや蔵書を求めて

図書館を利用しています。子どもたちに絵本の楽しみを伝える読み聞かせは、第２・

第４土曜日にプレイルームで、親子で心地よい時間を過ごし、昨年は７４９名が参

加をしました。朗読、読み聞かせなどの地域福祉活動に尽力されている朗読ひばり

の会が、平成２２年度ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰を受賞された

ことは、大変喜ばしいことだと思います。 

 しかし一方では、利用者が少しずつ減ってきている現状があるのではないかと考

えます。読みたい本がないときの予約やリクエストの状況はどのようか、利用者ニ

ーズ等、声はどのように反映されているのか。職員が知識や能力を出し合って図書

館の町民サービスを充実させているのだろうか。子どもの読書環境をともに豊かに

していくボランティアとの意見交換はどのようかなど、サービスの充実を望みたい

と思います。 

 次に学校との連携はどのようでしょうか。学校図書館への貸し出し状況や、司書

と子どもたちの交流などはあるのでしょうか。 

 次に、いつでも、どこでも、だれでも利用できる町民に役立つ図書館は町民の財

産であると考えます。コミュニティーバスに乗って借りにいく楽しみもあります。

もっと身近なところに図書館があれば、利用者も増えるのではと考えるものです。

地域に出張する、東員駅に図書室を置く、笹尾連絡所の２階を活用した分館など、

図書館が教養や文化の向上や生涯学習のために身近な施設になることを望み、教育

長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   大崎議員の図書館につきましてのご質問に、お答

えをいたします｡ 

まず１点目の利用者の減少とサービスの充実につきましては、町立図書館は総合

文化センターのオープンと同時に開館し、書籍の貸し出しだけではなく、幅広い層

からの利用が図られるよう、幼児向けの読み聞かせ会や人形劇などを開催し、利用

拡大に努めてまいりました。しかし近年では活字離れや少子高齢化などの影響もあ

り、若干ではございますが、利用者が少なくなっております。 

そこで本年度、図書館の図書管理システムの更新に合わせて、新たに図書館の蔵

書がインターネットで検索ができるように改良を行い、少しでも利用者のニーズに



こたえ、利便を図ってまいりたいと思っております。 

次に学校との連携につきましては、小中学校との連携が取れますと、子どもたち

が多くの本に出会い、新しい知識を身につけられることや、読書がさらに好きにな

るなどの効果が期待されます。 

将来的には小中学校の図書室と町の図書館とをネットワークで結び、相互利用が

できるような環境整備を図ってまいりたいと考えております。 

次に、地域への出張や笹尾連絡所での分館などの考えにつきましては、行政区域

の大きい市町などでは、地理的な面から移動図書館や分館などを設置し、利用者の

利便を図っているところもございます。しかし、本町は地理的にも比較的狭く、図

書館などの公共施設と連絡をするコミュニティーバスも運行していることなどから、

現時点では、ご提言いただきました地域への出張や分館などは考えておりません。 

ご理解賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 １点目で、前進面でインターネットで検索ができるようにいたしましたというこ

とで、それはそれで非常に喜ばしいことだというふうに思いますが、町民の皆さん

の、図書館を利用しての声をいただくようなシステムというのは取っていらっしゃ

いますでしょうか。もし取っていらっしゃれば、それにいろんな声というのがある

のかどうなのか、声があれば、それをどのような形で反映をなさっているのか。そ

の辺、お願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 町民の声を直接聞くというシステムはございませんけれども、いろんな窓口の中

で、私も社会教育でご要望があれば、その実現に向けて取り組んでおるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   そうしますと、要するに投書箱的なことはやって

いらっしゃらないということで、対応する窓口の職員と、もし何かあれば本をリク

エストしたいとか、そういうことだけの対応なのかなというふうに思うんですけれ

ど、リクエストだけではなくて、先ほど申しましたように、図書館そのものが社会

教育の面もあるし、子どもたちのいろんな面を備えていると思うんですけれど、そ

のあたりについての声をぜひ拾っていただきたいなという思いが私は強いんですが、

そういうことがひいては、少しずつでありますが、利用者の拡大につながるように

思うんですが、その点についてと、現在の司書の体制ですね、常に図書館に司書が

いて、いろんな対応をなさっているのか。現在の図書館の職員の体制についても、



あわせてお願いをしたいというふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 声を拾うということなんですけれども、行事とか読み聞かせの会で出た意見等を

その場でお聞きしまして、実現できるところは実現しようとしておりますし、先ほ

ども申させていただきましたけれども、何かあれば社会教育課の図書館担当等おり

ますので、そういうところで意見を言っていただくという形にしております。 

 司書ですけれども、現在１名司書を配置しておりまして、図書館で勤務をしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   司書は１名なんですけど、現在の体制というのが

答弁漏れでしたのでお願いをしたいというのと、毎月広報に、図書館だよりという

のが掲載をされていますけれど、その図書館だよりをつくるに当たって、どのよう

な形で議論をされ、載せていらっしゃるのか、そのあたりの経緯といいましょうか、

内容をお示しをお願いをしたいというふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 図書館の人員ですけども、司書の職員が１名、臨時職員が４名働いております。

土日になりますと、社会教育課の職員が入れかわり応援に行っているという体制で

行っております。 

 図書館だよりですけれども、司書が中心になりながら作成をしております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   図書館だよりに、図書館を使って、こんなふうに

思いましたという住民の声も載せていただくならば、さらにもっと図書館は身近な

ものに感じられるように思います。司書は大切なお仕事ですので、この方はこの方

で頑張っていただきながら、毎回でなくてもいいけれど、図書館を利用して、こん

なふうに役立ちました、そういうことというのも、図書館の大きな役割ではないか

というふうに思いますので、そのあたりについて、ぜひ前向きに検討していただき

たいので、ご答弁を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、司書の方や臨時職員と、図書館のあり方についてとか、町

民に図書をＰＲするための勉強会といいましょうか、合同の会議といいましょうか、

そういう組み立てはどのようになっていますでしょうか、お願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   図書館だよりのことについては、本当に私もそう



思います。住民の声を載せながら、広く内容のある図書館だよりということですの

で、伝えて、今後工夫改善をしていきたいなと思っております。 

 司書と臨時職員の方との研修会というのは現在行っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   広報紙の掲載については、住民の声を今後載せて

いきたいという教育長の答弁でしたので、ぜひお願いをしたいというふうに思いま

す。 

 勉強会といいましょうか、職員の皆さんが図書館についての意志統一といったら

おかしいのですけど、そういう会議がないというのは、何か私、腑に落ちないので

すけれど、その辺もう一度お願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   毎朝の打ち合わせとか、こういう形で行事があり

ますというのは当然やっております。先ほどご質問のあったのは勉強会ということ

でしたので、そういう研修会や勉強会は日常的にどうこうというのはしていません

とお答えさせていただきました。もちろん図書館の運営とか、こういう課題がある

とか、こういうご意見をいただいたということに対しての対応等は当然やっている

ものと思います。 

 以上です。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   若干、私の言い方も不備な点があったかというふ

うに思いますが、全国的に進んでいるところは、図書館が地域の核になっていて、

地域のいろんな行事や催しや、写真展を開いたりとか、そういうことをやっている

地域もございます。だからそういう意味で、図書館が箱の中にいるのではなくて、

いろんな声を聞きながら、一歩外に出てできるような、そんな図書館のあり方とい

うのも議論をしていただければなという思いが、私はたくさんありましたので、そ

ういう意味での勉強会といいましょうか、職員の皆さんで、どんな図書館を東員町

でつくっていくのがいいのかなというのを、ぜひ進めていただきたいという思いが

強かったので、そういう表現を使いましたので、もう一度そのあたりについて、教

育長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えさせていただきます。 

 私も大崎議員のおっしゃられることを、地域の核となる図書館を目指したいと思

いますので、参考にさせていただきまして、取り組んでいきたいなと思っておりま

す。 

 以上でございます。 



○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   公立図書館のあり方として、住民のために役立つ

図書館であり、住民から支持される図書館を目指して、今、教育長が頑張っていき

たいということをおっしゃいましたので、ぜひよろしくお願いをし、いつでもどこ

でも、だれもが利用できて、図書館のサービスが町民に役立ち、公平な東員町の図

書館になることを願って、今回の一般質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

 


