
○１４番（大崎 潤子君）   今期最後の一般質問となりました。この４年間、

町民の皆様の声、思いを伝えてまいりました。今回も皆様の声をしっかりと伝えて

まいりたいと思います。 

 今回は１点目、町長のマニフェストについて、２点目は自然エネルギーの活用に

ついて、３点目、旧笹尾第一保育園の跡地利用について、４点目は介護保険につい

て、質問をいたします。明快な答弁をよろしくお願いをいたします。 

 まず最初に、春の一斉地方選挙におきまして町長に就任された水谷町長、８カ月

が過ぎようといたしております。この間、町政戦略室、目安箱、ロビーを町民に開

放され、ミニギャラリーなど、以前にない発想をもって取り組んでみえます。これ

は選挙戦を戦う中で示された１９目の政策の具体化の一つではないかと考えるもの

です。 

 マニフェストには、決意として１、将来の財政不安を少なくする、２、未来への

投資、３、小さな満足、このようなことをうたってあります。また、マニフェスト

の中には、すぐに検討いたします、１年目に計画を作成するなど、明示をされてお

りますが、例えば地域自立計画、あるいは新しいごみ処理基本計画、ベンチャー企

業募集要綱の検討など、具体的に今の段階でどのようになっているのでしょうか、

お示しをしていただきたいと思います。 

 また、町長として最も力を入れ、町民に働きかけをして、協働のまちづくりを進

めていかれるのか、お尋ねをしたいと思います。 

 町長の答弁を求めます。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   大崎議員の、私のマニフェストついてのご質問にお

答えをいたします。 

 就任以来７カ月が経過いたしました。選挙の時にマニフェストで掲げました１９

項目の政策につきましては、今、一つ一つ丹念に検証しながら進めておりますが、

残念ながらまだ手のついていないものもあります。 

 時間の関係上、大項目でご説明を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。 

 まず、「町民の皆様が納得していく役所にします」ということにつきましては、

庁内若手職員により、職務やサービスなどの改善提案を出していただきまして、今

それを取り入れております。議員のご案内のことにつきましては、こういったもの

がございます。 

 具体的には、窓口のワンストップサービスや、相談に来ていただいた方には、３

日以内で答えを出すことを徹底をいただいております。また、町民の皆様のアイデ

アを取り入れるためのフリートーク室やつぶやきポストの設置、行財政検討委員会

による事業仕分けの実施、委員会における女性委員参加率は、年度当初２３．６％



でありましたが、今、２７．８％へ向上をいたしており、来年度中には３０％超を

目指したいと考えておりまして、掲げましたその部分につきましては、町議会のこ

と以外は手をつけております。 

 「新しい公」につきましては、東員町は市民活動が盛んでございまして、１０月

末現在、市民活動センターに登録された団体は６５団体を数え、行政といたしまし

ても、こうした団体の皆様と一緒になって、まちづくりに取り組んでいるところで

ございます。町民による評価の仕組みにつきましては、まだ手がついておりません。 

 「町を元気にする仕組み」につきましては、現在、町内企業の皆さんとのコラボ

できる、そんな計画を温めているところでございます。 

 「環境」につきましては、農業の振興や農と福祉の連携、ごみと福祉の連携など

に取り組むほか、中部公園でホタルやアジサイを育てるボランティアとの連携、そ

して、可燃ごみを９割程度減らすための取り組みを始めたところでございます。 

 「かゆいところに手の届くまちづくり」では、新しい公共交通システムの構築や

ネオポリスの再生に向けて検討を始めました。少し時間はかかると思いますが、町

民の皆さんの合意形成や国の規制解除などに力を注いでまいりたいと考えておりま

す。 

 福祉に関しましては、障がい者の親亡き後への対応といたしまして、まずは働く

場の確保を考えております。また、東員町の福祉行政の方向性を決めていくという

ことの上では欠かせない存在でございます、社会福祉協議会の改革にも着手をいた

しました。 

 「地域財産となる子ども」につきましては、教育委員会のほうで、子どもによる

子どものための「子どもの権利条例づくり」のための取り組みに着手をいただいて

おります。また、学校ごとに町民の皆様の学校応援団も、たくさん登録をいただい

ており、ご活躍をいただいております。 

 最後に、「歩いて暮らせるコンパクトシティ」につきましては、現在庁内でプロ

ジェクトチームを組んで、東員町の将来の全体像も含めて議論をいただいていると

ころでございます。 

 その中で、これから最も力を入れて町民に働きかけるものということでございま

すが、まず１つ目に、ごみの問題でございます。生ごみを堆肥化すること、そして

雑紙を含めた紙類を徹底的に資源ごみ化することによって、可燃ごみを９割近く減

らしていきたいと考えております。そのためには町民の皆様の協力が、ぜひとも必

要になってまいりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 ２つ目は、今のシステムで大変お困りの方がいらっしゃる現状にかんがみまして、

新しい公共交通のあり方を検討いたしたいと思っております。これは、オレンジバ

スにつきましても検討対象になるということを考えておりますので、ご理解を賜り

たいと思います。 



 ３つ目は、急激な高齢化を迎えるに当たり、当町の福祉のあり方を真剣に議論し

ていかなければなりません。そのかなめとして位置づける、先ほど申し上げました

が、社会福祉協議会の改革を、町民の皆様と一緒になって進めてまいりたいと考え

ております。 

 ４つ目は、自分のことは自分で考えられる人材を育てるため、「子どもの権利条

例」づくりを、子ども自身の手によって作っていただきたいと思っております。保

護者をはじめ、子どもの関係者には、進学のことだけではなくて、人格形成の目を

持って見守っていただきたいと思っております。 

 最後の５つ目といたしまして、東員町の顔となる中心市街地づくりを考えており

ます。ネオポリスの再生や町内物流の拠点となるまち、歩いて暮らせる福祉のまち、

エネルギーを自給し、ごみを出さない環境のまちづくりなどを考えております。 

 町民の皆さんのご意見、アイデアをお寄せいただくことをお願いを申し上げたい

と思います。 

 ほかにも町民や議会の皆様に、ご指導賜らなければならない多くの諸課題が残っ

ておりますけれども、これからもよろしくご指導賜りますよう、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）   町長から答弁をいただきました。町長が力を入れ、

そして町民の協力でこれからのまちづくりということで、５点を述べていただきま

した。 

 １点目のごみは、エコタウン構想ということになっておりまして、今回の１２月

議会の予算案の中で、ごみ対策検討委員会を設置をいたします、その報償費が計上

されております。私自身も９月議会で質問をいたしまして、ごみ減量を検討するな

ら早急につくるべきであるということで、これに対しての前向きの検討をしていた

だいたというのが、こういう形であらわれたのかなというふうに思います。 

 先ほど町長も、ごみは堆肥化をし、紙・雑紙をなくして徹底的に資源化を図って

いきたいということをおっしゃいまして、それは大変よいことであって、町民の協

力を得て全面的に進めていただかなければならないというふうには、私は思ってお

ります。 

 でもこれは町長の思い、あるいは検討委員会でそういう方針が出されたとしても、

実際に行うのは、各家庭それぞれの町民の皆さんが行うわけでございますので、そ

れを徹底をしていただくための啓蒙やら周知やら、そういうことをしていかないこ

とには、紙の上で終わっちゃうわけですよね。３０％やりますというのが、結果的

には１５％ということになるかもわかりません。ですからそういうことについても、

生ごみの堆肥化検討委員会の中で話を進めていかれるのか、そのあたりについては

どういうお考えをお持ちでしょうか。 



○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   実は検討委員会は、おととい初会合をさせていただ

きました。その中で私が皆さんにお願いをさせていただいたのは、生ごみの堆肥化

の委員会ですから、これにつきましては１００パーセント、全戸巻き込んだものに

していきたい、そのための議論をお願いしたいということで、委員の皆様にお願い

をさせていただきました。 

 正直申しますと、委員の皆さんの中には、初めから余りこういうことについては

やりたくないんだけど、という方もおみえになります。そういう皆さん、本当に一

般のごみの問題に対して非常に突っ込んだ気持ちをお持ちでない方も委員になって

いただいて、これから真剣に議論をしていっていただくということで、お約束をい

ただきまして、ほとんどの家庭が多分そういう状態ですから、そういう方が本気に

なって、みんながこういうことでやっていかないといかんという状況をつくってい

きたいなというふうに思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   月曜日ですね、１２月５日に初会合があって、全

戸を巻き込んだ運動といいましょうか、ごみの減量に進みたいということですので、

その中で検討委員になられた方が成長され、その皆さんの思いが、それぞれのエリ

アといいましょうか、どういう地域からおいでになっているのか、ちょっと私は存

じませんので、わかりませんけれど、そういう人たちを中心にして、ごみの減量が、

ずっと底辺が広がっていけばすばらしいことだなというふうに思います。 

 ですからそれが一歩でも二歩でも前進するように、徹底的に啓発周知というのは

必要ではないかというふうに思いますので、そのあたりは、会議が終わればこうい

うことが決まりましたとか、こういうことを今このブロックでやってますとか、そ

ういうことをきちっと情報を提供していただいて、みんなが同じラインに立って、

ごみをなくさなければいけないという方向性を持たなければならないというふうに

思いますので、そのあたりを徹底していただきたいというふうに思います。 

 生ごみの堆肥化の検討委員会は、それはそれですごくすばらしいことです。でも

全体にごみをどうするのかということも考えていかなきゃいけないので、今ＲＤＦ、

将来的には県が撤退をいたします。じゃあその以後についてはどうするのかという、

全体的なごみ行政のあり方というのを、何かプロジェクトチームなり、そういうの

をつくって考えていかなきゃいけないのかな、その中の１つとして生ごみの堆肥化

があり、あるいはさっきおっしゃったように、紙の資源化があるというふうに思う

んですけれど、そのあたりの考え方を町長にお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おっしゃるとおりでございまして、生ごみの堆肥化

はその一部でございます。例えば雑誌とか、新聞紙だとか、段ボールだとか、それ



は資源ごみで分別していただいておりますが、それに今考えておりますのは、案と

してですけど、またもう１つ色の違うごみ袋をつくりまして、そこへ雑紙を入れて

もらえないかなということ、これはまだ検討の段階ですけど、入れてもらえないか

なというようなことを考えておりまして、その雑紙を徹底的に減らしていきたいと

いうふうに考えております。 

 そして広域では、こういう取り組みを桑名市にもいなべ市にも、あるいは木曽岬

町、近隣に話をさせていただいて、東員町としては徹底的にごみをなくすと。だか

ら燃やす物はほとんどなくなっていくよということを申し上げて、ご賛同いただけ

るのかいただけないのか、それを見きわめて、平成３２年度以降、今、広域でやっ

てますから、広域としてやっていくのか、やっぱりもうこれじゃあついていけない

から、東員町単独でやったほうが効率的なのかということを見きわめたいというふ

うに思っておりまして、まだプロジェクトチームはつくっておりませんけども、そ

ういう方向でいきたいと思っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、町長から大変有意義なといいましょうか、ご

みに対する思いを聞かせていただきました。そういうのを含めて、何でもかんでも

プロジェクトチームをつくることがいいというふうには思いませんけれど、大変大

切な大きな課題ですので、ぜひそのあたりも検討していただきたいというふうに思

います。 

 先ほど町長の新しい公共交通のあり方の中で、オレンジバスについてもおっしゃ

っておりました。これには多分、大分の時間を要さなければならないというふうに

思うんですけれど、町民の方から、もうオレンジバスが来年の４月になくなるよと

いう、そういう話を聞きました。シニアクラブで、いろいろ皆さんと楽しんでいる

けれども、オレンジバスがなくなったら、自分自身はもう通うことができなくて、

せっかく家にこもらないで外に出て皆さんと楽しもう、そういう思いで出てきたの

に、オレンジバスがなくなっちゃったら本当に困る、じゃあオレンジバスがなくな

ったら、そういうものをする施設を団地の中にもつくってほしい、そういう率直な

ご意見を聞かさせていただきました。 

 どこからそういう話が出たのか、ちょっと私も定かではないんですけれども、町

長がマニフェストという形でお出しになった、こういうのが何か飛び火しちゃって、

４月から早速オレンジバスがなくなるよということで、年配の皆さんに結びついた

のかなというふうに思います。でも確かに町長の提案の中で、オレンジバスも例外

ではないということをおっしゃっておりますが、そうでなくて、今のオレンジバス

は長年皆さんに親しまれてきてますので、それは継続をしていただきながら、当面、

東西線をカットいたしましたので、そこのあり方について、きちっと道筋を立てる



のが、私は先ではないかというふうに思いますが、そのあたりについてはどうでし

ょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   オレンジバスが来年の４月からなくなるというのは、

どこから出た話かわかりませんけど、そういうことはあり得ないというふうに思っ

ておりますし、オレンジバスがもしなくなるとするならば、それよりも便利なもの

ができたときになくなるというふうに考えておりまして、オレンジバスを便利に使

っていただいている、その間なくなるはずがないと私も思っております。 

 ただ、両方便利だよといったときに、オレンジバスも、また別のものも一緒に成

り立つということはあり得ない。これは財政的にあり得ないと思ってまして、どち

らか便利なほう、町民の皆さんにとってより有効なもの、それを選んでまいりたい

というふうなことを思っておりまして、現実問題、今のオレンジバスでは乗れない

という方がいらっしゃることも事実でございますので、一応オレンジバスも検討の

対象にさせていただく、こういうことでございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今年言って来年なくなるということではないとい

うふうには思いますけれども、皆さんの中では、やはりオレンジバスについては一

喜一憂しながら、本当になくなるのかしら、どんなスタイルの次のバスができるの

かしらという、やはりそういう話題になっておりますので、きちっとまた情報提供

というのをしていただいて、お年寄りの皆さんが混乱しないように、ぜひお願いを

したいというふうに思います。 

 それと町長の決意の中で、小さな満足という言葉を使っていらっしゃるわけなん

です。その小さな満足って何だろうかなということを、ちょっと町民の方から尋ね

られて、私も小さな満足って何だろうかなと思いました。 

 それで例えばではないんですけれど、今、おむつ代の助成をしていただいていま

す。６カ月以上寝たきりの方を条件といたしまして、月額１万円のおむつ助成をし

ているんですけれど、入院していらっしゃる方についての高齢者は、このおむつ代

の助成がないし、在宅で、寝たきりでなくてもおむつが必要な人についても、この

助成はないわけなんですね。おむつの安い時にたくさんまとめ買いをして、少しで

も家計が楽になるようにと、そういうことをやっていらっしゃる方を何件も見てお

りますし、私自身も義理の母が今入院しておりまして、おむつを活用いたしており

ます。 

 ですから、ひょっとしておむつ代の助成の範囲を拡大していただいて、本当に困

っていらっしゃる方、本当に必要な方に助成をする、これも町民の皆さんにとって

は少しの満足というふうな形で私は受けとめたいというふうに思うんですけれど、



町長の思ってらっしゃる小さな満足、こういうのも小さな満足ではないのかなとい

うふうに思うんですけれど、ちょっとそのあたりをお願いをしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おむつ代の件に関しましては、福祉部ともいろいろ

今議論をさせていただいておりますので、結論は、またにさせていただきたいと思

うんですけど、私の申し上げます小さな満足というのは、あれもある、これもある、

何でもあるというようなものではなくて、自分の生活が、こういうものはなくても、

こういうものでかえられるよね、本当に物質的な満足ではなくて、精神的な、そし

て気持ちの上で満足できるような生活、そういうものを考えておりまして、何でも

かんでも物があふれていて、そして満足ということではないよというような意味か

なと。ちょっとかいつまんで申し上げているので、少し見当違いかもわかりません

けど、そういうことでございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ちょっと時間もないので、また改めて、いろんな

角度から議論をさせていただきたいというふうに思います。 

 町長のマニフェストにつきましては、強力なリーダーシップをとっていただくこ

とも必要でしょうが、ぜひ施策については、職員の皆さんと十分に議論され、住民

の利益を第一に考えて進めていただくことを強調したいと思います。 

 ２点目は自然エネルギーの活用について。 

 ３．１１の東日本大震災は、原発事故の恐ろしさをまざまざと見せつけ、安全神

話を打ち砕きました。安上がりでクリーンなエネルギーをうたったはずの原発は、

今や取り返しのつかないダメージを環境と経済にもたらしています。原発災害から

復興、そして自然環境と自然エネルギーという地域の宝物を再発見し、仕事をつく

り出し、地域社会と地域経済を再構築していく具体的な取り組みが全国で始まりま

した。 

 長野県飯田市では、行政主導ではない多様な主体によるさまざまな環境への取り

組み、そして地域に存在する再生可能エネルギーを活用し、地域の低炭素化を積極

的に推進しています。 

 また、川の流れや落差を利用して発電をする小水力発電は、自然環境に負荷をか

けず、ＣＯ２も排出しない再生可能エネルギーの一つです。小水力発電の推進に向

けた「全国小水力発電サミットｉｎ黒部」が１１月１９日、２０日に、富山県黒部

市で開催をされ、全国から６７０人が参加をし、熱心に討論、交流が繰り広げられ

たことが報道されておりました。当町での計画や考えがあれば、お示しをしてくだ

さい。 



 また１０月１８日、伊勢新聞報道によります中電から電力切りかえ、８市町が検

討との報道が載っておりました。その後、総務課でどのような研究調査が行われ、

その結果についてどうなのか、町長に答弁を求めたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   自然エネルギー活用についてのご質問にお答えしま

す。 

 まず先ほどの新聞記事の話でございますが、当町は本年９月から電力の供給を中

部電力以外の独立系電力会社から購入できないかということで検討を行ってまいり

ました。三重県の各庁舎におきましての入札により、電力供給会社を決定している

との内容などを調査いたしまして、本町においても入札を実施した場合、各電力供

給会社が入札に応じていただけるかなどを聞き取ってまいったところでございます。 

 三重県の各庁舎での契約状況では、中部電力が契約した場合の約９０％前後の金

額で契約が行えているという状況が多いようでございますが、中には電力供給条件

によっては入札時に辞退の結果となったものもあるようでございます。 

 電力供給会社の供給能力でありますとか、契約の規模、遠方の事務所からの入札

の方法などにつきまして、また環境に配慮した契約を行うための手順を現在も検討

中でございますが、平成２４年度予算では、入札による電力供給会社の決定の導入

を図っていけるよう、準備を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして自然エネルギーの活用につきましては、国におきましては、２０２０

年度に、温室効果ガスを１９９０年比で２５％削減するとの目標を掲げ、環境政策

やエネルギー施策など、でき得る限りの政策や事業推進を展開しております。 

 その中で、再生可能エネルギーの導入促進には特に力を注いでおりまして、太陽

光や風力、バイオマスや小水力などの発電に期待をするところが大であります。 

 特に本町のような農村地域におきましては、多様な再生可能エネルギーが自然界

で豊富に存在しておりまして、これらを有効に活用することは温室効果ガスの排出

削減につながり、加えて農村活性化の推進にもつながるものと考えられております。 

 ３月の東日本大震災を教訓といたしまして、本町といたしましては、災害に強い

エネルギー確保の観点からも、太陽光発電、員弁川やその支川などの施設を利用し

た小水力発電、また燃料電池発電など、再生可能エネルギーと、それに蓄電池を加

えた、その組み合わせによって、まずは役場関係の施設のエネルギーを賄えないか、

さらには近隣までこれを広げられないか、検討することといたしております。 

 三重県におきましては、「小水力等農業水利施設利活用促進事業」に取り組んで

いただいておりますが、本町では本年１０月、この支援事業の採択申請書を県に提

出をいたしまして、採択をされました。 

 内容は、神田土地改良区が事業主体となる農業施設を利用した小水力発電と員弁

川第二土地改良区が事業主体となる太陽光発電、さらに町が事業主体として行う員



弁川第二頭首工での小水力発電について、導入可能性検討と事業効果についての調

査でございます。 

 この調査は県が事業主体となり、全額、国の補助事業で実施されるもので、期間

は来年の３月までとなっております。本町といたしましては、その調査結果を待っ

て今後の方針を決めていきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、再生可能な自然エネルギーの活用は、これからの日本

にとって、また地域づくりにとって必要不可欠であると考えており、積極的な活用

を図ってまいりたいと考えております。 

 よろしくご理解を賜りますよう、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）   今、町長の答弁によりまして、東員町でも十分な

自然の風力、あるいは水力、そしてバイオマス、たくさんのそういう自然を活用し

て取り組んでいきたいということを、るる述べていただきました。 

 その方向性でいっていただくということは非常に喜ばしいことだというふうに思

いますが、１点は、いろんな東員町の地域に、先ほど申しましたように、いろんな

エネルギーがあるわけです。そのエネルギーの検証が必要だし、中長期的な視点か

ら、対応を冷静に考えていただいて、進めていただきたいというふうに思います。 

 今、員弁川、あるいは小水力発電をしたり、神田土地改良区、そういうところで

事業を進めていただくような方向性というのをお示しになったというふうに思いま

すが、もちろん、全額国の負担で３月までに調査をしなければならないというので、

期間が非常に短いので、なかなか煮詰まった方向性というのが、議論が出しにくい

かもわかりませんけれど、大変大切なことですので、そのあたり、中長期的な視点

からの対応を冷静にしていただきたいというふうに思いますが、その点については

どうでしょうか。これを決めたから、もうすぐ町として取り組んでいくのか、いや

いや、もっともっと市民の皆さんや関係する諸団体に話を持っていかなければなら

ないのか、そのあたりについてお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   県によりますこの調査は、農林省の予算でございま

して、当町に２つあります火力で、片方は農業施設を利用した小水力発電、片方は

土手というか、法面を利用した太陽光発電をして、小さいものでございまして、自

分ところの施設で一遍やってみたいと、こういうことで手を上げてきているという

ことでございます。 

 実はそれがもとでございましたけれども、当町といたしましても、小水力発電が

できないものかということを前からいろいろ考えておりまして、ちょうどうまくぴ

ったしタイミングよくこういう話を聞いたものですから、県へお話をさせていただ

いたところ、全県下で手を挙げるところが少ないと、じゃあ東員町さん、ぜひこれ



に乗っかってくれということで乗せていただいて、それが幸いにも３月までに、向

こうは調査をしてくれるということです。 

 これにつきましては、どのぐらいの費用がかかるかとか、どのぐらいの発電がで

きるかとか、そういうものを全部ひっくるめまして検討をしていただいております

ので、ちょうどタイミングよくそれに乗せていただいたということで、町としまし

ては長期的にそういう方向性をもって進めていきたいという検討をしている中で、

この調査が入ってきたということをご理解いただきたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今後長期的に、このエネルギーを使っていきたい、

そして将来的には役場だけでなくて、学校施設にもソーラー発電をという課題もあ

りますので、そういうところで順次進めていただきたいというふうに思います。 

 ちょっと時間がないので、次に進んでいきます。 

 ３点目は旧笹尾第一保育園の跡地利用でございます。現在は解体工事が行われ、

現状としては更地になっています。前町長は、子どもから高齢者の方が利用できる

施設ということをお考えのようでしたが、今回水谷町長にかわりました。この跡地

利用についてどのような構想をお持ちなのか、お尋ねをしたいと思います。 

 高齢化率は町全体では平成２９年で２７．３％、笹尾西地区が平成２５年で２９．

１％、笹尾東地区は２６．１％、神田・稲部・三和地区では２０％前半の数値とな

っています。これは第４期介護保険事業計画からの数値です。現在の数値は１２月

１日現在で町全体で２０．１％、笹尾西では２４．８％という比率でございます。 

 高齢者社会になれば、介護を必要とする方、予防が必要な方、利用者は増えてい

くというふうに思います。ふれあいセンターが１カ所で対応できるのかどうなのか

ということを思います。ふれあいセンターは中学校区に１カ所必要との説もあるわ

けです。とすれば、跡地利用として考えられるのではないのかなというふうに思い

ます。 

 いつまでも空き地として残しておくのではなく、残すことによって、付近の住民

の皆さんに迷惑をかけることも多々ございます。幼児から高齢者が交流できる施設

の建設を強く望むものでございます。また、できない場合には、具体的にどのよう

な活用方法をお考えなのか、町長にお聞きしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   旧笹尾第一保育園の跡地活用について、お答を申し

上げます。 

 園舎につきましては老朽化が進み、利活用が困難であることから、平成２２年度

に取り壊しを行い、現在、その一部を笹尾西１丁目自治会の資源ごみストックヤー

ドとしてご利用をいただいておりますが、そのほかで２，９００平方メートルほど

の空いている、いわゆる更地の状態でございます。 



 そこで幼児から高齢者まで、だれもが集まり、交流できる施設を建設できないか

とのご提案でございますが、本町は行政面積の狭い非常にコンパクトなまちでござ

いまして、役場周辺に公共施設群が形成されております。 

 公共施設群の中で、保健福祉センターは特定健診、健康相談、育児相談、各種文

化講座、特定高齢者のデイサービスなど、多目的にご利用いただいておりますが、

もう少し、だれもがご利用いただきやすい施設に改修し、地域福祉の拠点とすべき

ではないかと考えております。 

 また、身近な多目的施設といたしまして自治会集会所がございまして、元気老人

サロンなどは頻繁に開催をいただいており、支援をさせていただいておるところで

ございます。 

 したがいまして、旧笹尾第一保育園の跡地につきましては、新たな交流施設の建

設は行わず、処分の方向で考えておりまして、これから必要となってまいります福

祉施策の財源として有効に活用をさせていただきたいと思います。 

 また、ふれあいセンターと保健福祉センターの役割分担というのも真剣に考えて

いかなければならないと考えております。 

 よろしくご理解を賜りますよう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）   答弁をいただきました。 

 ということは、旧東員保育園とか旧大木住宅を処分したような形で売却をして、

いくらになるかわかりませんけど、その資源を福祉施設とか、そういうところの基

金に積み立てていくという方向をとっていきたいということでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほども申し上げましたように、保健福祉センター

につきましては、もっと活用できやすい、いろんなことに使いたいというご要望も

ございまして、古くなっておりますので、先ほどの質問にもございました、トイレ

も悪い、あれも悪い、これも悪いというような状況になっております。それを改修

して皆さんにお使いをいただくということも一つの方法かなと考えておりまして、

今検討をさせていただいておりますが、もし改修するとなれば、そこにも費用がか

かります。そういう町民の皆様に使っていただき、本当によかったなと言っていた

だく、そういうものにそのお金を回していきたい、あるいはこれからの高齢化社会

に、いろんな福祉施策が必要になってきます。そこへ回していく、そんなようなこ

とを考えてい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）   旧笹尾第一保育園については売却をするというこ

との提案であったかというふうに思います。笹尾地区、あるいは要するに城山地区

もそうなんですけれど、そういうものがあったら大変いいなという思いの方もござ



いますので、できるかできないかわかりませんけれど、この第１保育園を売却する

に当たって、ぜひ笹尾地区なりの皆さんと懇談を持って、きちっと説明会なり、町

としての思い、町長の思い、協力をしていただかなければならない部分もあります

ので、そのあたりはきちっとしていただきたいというふうに思います。私としては、

売却をせずに団地内の今後に備えた施設をしていただきたいという思いが強いこと

だけ、述べさせていただきたいと思います。 

 最後の質問は介護保険でございます。 

 ２０１２年度から介護保険の制度改編が始まります。また、来年度は介護報酬３

年ごとの改定と、診療報酬２年ごとの改定が同時に改定される年度であります。介

護サービスの供給体制のあり方が、医療も連動しながら変わる予定でございます。

介護保険の保険者である市町村は、２０１２年から２０１４年度の３カ年にわたっ

て、第５期介護保険事業計画の策定作業を今進めていただいています。法改正で要

支援１・２の給付される介護保険サービスを介護予防日常生活支援総合事業に置き

変えていく制度が決められたように思います。 

 現在、要支援１・２の人は、予防給付としてヘルパーによる家事援助、介護事業

者のデイサービスなどを活用、利用していただいています。総合事業が導入される

と、市町村の判断で低コストサービスに切りかえられることになると思います。支

援が必要と認定された高齢者には、本来受けるべきサービスを提供すべきと考えま

すが、いかがでしょうか。 

 また、今回の法改正により、介護保険事業計画策定に際しましては、日常生活圏

域における高齢者のニーズ調査を実施し、関係者を集めた日常生活圏域部会が開か

れることになりました。ニーズ調査をやっていただいておりますけれど、この部会

が開かれたのかどうか。開かれていれば、どのような形で事が進められているのか、

お聞きをしたいと思います。 

 次に介護保険料です。 

 第４期は全国平均で月額４，１６０円、当町は基準で４，０９３円となっていま

す。介護給付費の増加分を高齢者の保険料負担に転嫁するのは、もはや限界だと思

います。介護給付費準備基金、平成２２年度で３，０００万円積み立てをいたしま

した。これを取り崩し、保険料を引き下げるために使うべきだと思いますが、いか

がでしょう。これらは第１号保険料の取り過ぎ分であり、直ちに高齢者に返却する

のは当然だと考えます。さらに一般会計の繰入れによる保険料軽減を強く求めたい

と思います。 

  最後に国へ国庫負担割合を引き上げよと、声を上げていただきたいことです。社

会保障審議会、介護保険部会の意見は改悪メニューを列挙する一方で、介護保険を

継続可能な制度とするために、公費負担の拡充を検討すべきという意見を明記いた



しております。ぜひ行政としてきちんと国に国庫負担増を求めるよう、提案をして

いただきたいと思います。 

  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「介護予防・日常生活支援総合事業」については、９月の定例会でも

ご答弁させていただきましたとおり、「要支援者」や要支援認定一歩手前の「２次

予防事業対象者」に対して、介護予防や配食・見守りなどの生活支援サービス等を

総合的に提供することができる事業です。 

 総合事業の利用に当たっては、要支援認定者は、従前の介護保険給付における介

護予防サービスを利用するか、または総合事業の市町村が定めるサービスを利用す

るかは、利用者ごとに本人の意向を最大限尊重しつつ、状態に応じて判断すること

とされております。 

 また、例えば介護予防訪問介護と介護予防通所介護など、異なる種類のサービス

であれば、従前の予防給付と総合事業の両方のサービスを利用することが可能とな

ります。 

 以上のことから、サービスが低下することはなく、むしろサービス利用の幅が広

がり、総合的なサービスを受けることができると考えております。 

 なお、「介護予防・日常生活支援総合事業」の導入につきましては、平成２４年

度から直ちに導入するのではなく、第５期計画期間である平成２６年度までに、県

内、近隣市町の状況もかんがみ、導入について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 第２点目の「日常生活圏域部会」についてお答えいたします。 

 まず、日常生活圏域とは、高齢者が住みなれた地域で適切なサービスを受けなが

ら生活を継続できるように、地理的条件・人口・交通事情、その他の社会的条件、

介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況などを総合的に勘案し、

地域の特性に応じて市町村内を区分したものであり、現在、当町の日常生活圏域は、

１圏域と定めております。 

 日常生活圏域部会では、日常生活圏域ごとに地域の諸課題を踏まえてサービスの

整備方針を検討するものであり、当町は１圏域であることから、策定委員会におい

て、日常生活圏域部会の役割を担い、策定業務を遂行しております。 

 次に第３点目の第５期介護保険料につきましては、現在、計画の策定にあわせ、

国の定めるワークシートをもとに試算しているところでございます。 

 全国平均では、月額５，０００円を超えると試算されておりますが、本町におき

ましても、介護給付のサービス見込み量や対象者数を的確に把握し、適切な保険料



を決定するとともに、保険料所得段階においても、低所得者などの負担軽減もあわ

せて検討を進めてまいります。 

 最後になりますが、介護保険への国庫負担の増額につきましては、引き続き国へ

働きかけてまいりますので、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。 

 総合事業については、サービスは低下をしないということをおっしゃっておりま

した。これをすぐ平成２４年度から施行するのではなくて、第５期の中で考えてい

きたいという答弁でした。やはり受けたい人がきちっとサービスが受けられるよう

に、サービスの低下というのをやめていただきたいし、きちっとして、サービスを

受ける本人の意向というのを重視をしていただいて、よりよいサービス内容、ある

いは予防支援になるように、きちっとしていただきたいということを強くお願いを

したいというふうに思います。 

 それと日常生活圏域部会については、策定委員会で兼務をするという形で、今、

部長答弁があったというふうに思います。この調査ですけれど、ニーズ調査という

のはやっていただいたというふうに思いますが、６５歳以上の全老人を対象とした

調査というのも必要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い

うふうにお考えでしょうか。 

○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）   アンケート調査につきましては、１，００

０名のアンケート調査を実施いたしております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   １，０００名というのは知っておりまして、１，

０００名は１，０００名でいいんですけれども、私が言わんとすることは、ぜひ全

６５歳以上の老人の実態調査というのも必要ではないのか、その上に立って１，０

００名なり５００名なりとか、あるいは介護が必要な人の調査という、そういうの

が必要ではないかというふうに思いましたので、そのあたりについて、今後きちっ

と研究をしていただきたいというふうに思います。 

 時間がありませんので、介護保険料ですけれど、平成２２年度に、介護給付費準

備基金ということで３，０００万円を基金に積み立てをいたしておりますが、これ

を第５期の保険料の減額に使うことはできませんか。 

○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）   その辺の基金の活用についても検討いたし

ております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 



○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ高齢者の皆さんにとっては、介護保険料、あ

るいは国民健康保険料、そして後期高齢者医療保険、こういう形で支払いをしなけ

ればならないし、そしてむごいことに年金からの引き落としなんですね。現実自分

の手元にあって、自分が払うという方法も、一方ではとることはできますけれど、

基本的にはすべて年金からの天引きでございます。年金も来年度から国民年金も５

００円か６００円引き下げる、あるいは厚生年金についても引き下げていくわけな

んですね。本当に大変であるわけですので、ぜひそういう基金があるわけですので、

その基金も含めて、きちっと対応していただきたい。今、４，０９３円ですので、

大体このような幅でおさまるような方向で、ぜひ十分議論をしていただくことをお

願いをして、私の一般質問といたします。 

 


