
○６番（上原 君代君）   おはようございます。 

 今日は１番バッターで、３点の質問をさせていただきます。 

 最初に報告書の中の数字の訂正をして、おわびします。 

 ２項の１ですけど、平成１２年とありますけど、これは平成２４年です。西暦２

０１２年と混同してしまいました。失礼しました。 

 １点目の学童保育について、伺います。 

 昨日の近藤治隆議員の質問と重なっている部分もあるかと思いますが、よろしく

お願いします。 

 私が初当選した５年前、学童保育所は城山と笹尾、神田学区の３カ所でした。日

本共産党議員として当選した３月の初議会で、まだ開設していなかった三和・稲部

学区の学童保育所の開設を求めて一般質問をしました。 

 行政の答弁は、公立民営で保護者次第で開設の気持ちがあるということでした。

その後、両地区とも保護者の方のお骨折りで、翌年の平成２１年度から、三和・稲

部学区の保育所が開設されました。その後、笹尾のバンブーキッズが校区の西と東

に分かれて、笹尾西小学校の前に立派な新築のバンブーキッズ西ができ、東員町の

全学区に学童保育所が開設されました。 

 しかし東海トラフの大地震を考えるとき、新築の神田とバンブーキッズ西、城山

の地球クラブは城山小学校内にあり、学校の耐震化で大丈夫と思いますが、笹尾第

二保育園跡のバンブーキッズ東や旧駐在所跡の三和・稲部学童保育所の耐震がとて

も心配です。耐震診断の予定はありますか。また、各学童保育所の施設規模と児童

の定員、現在の入所者数、定員割合と今後の見通しはいかがですか。 

 ３つ目に、国・県・町の補助額と各学童保育所の保育料について、また、母子世

帯や複数児童入所の減免がどうなっているのか、伺います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田利弘生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   上原議員の学童保育についてのご質問にお

答えいたします。 

 １点目のバンブーキッズ東、三和・稲部学童保育所の耐震は大丈夫ですか、耐震

診断の予定はありますか、とのお尋ねですが、バンブーキッズ東、旧笹尾第二保育

園は昭和５７年建築で、また、三和学童保育所、旧大長駐在所が平成１０年建築で

あり、ともに昭和５６年に改正された新建築基準法での建築物でありますことから、

耐震診断の必要のない施設でございます。 

 稲部学童保育所、旧稲部駐在所は昭和５３年に建築され、旧建築基準法での建築

物であり、建築面積も小さく、保育スペースにも余裕のない状態であります。また、

来年度の入所者の増加も予想されますことから子どもたちを安全な環境で保育をし



ていただくためにも、今後の入所希望者等を見きわめながら、学童の安全と保育ス

ペースを確保するよう、検討を進めてまいります。 

 ２点目の各学童保育所の施設規模と児童の定員、現在の入所者数、定員割合と今

後の見通しはどうですか、とのお尋ねですが、各学童保育所の施設規模（児童専用

スペース）と児童の定員、現在の入所者数、定員割合を順に申し上げます。 

 神田学童保育所の児童専用スペースは１０６．３２平方メートル、定員は６４名

で、現在の入所者数は４７名、定員割合は７３．４％でございます。 

 稲部学童保育所の児童専用スペースは２７．２３平方メートル、定員は１６名で、

現在の入所者数は１４名、定員割合は８７．５％でございます。 

 三和学童保育所の児童専用スペースは５９．４０平方メートル、定員は３６名で、

現在の入所者数は１８名、定員割合は５０．０％でございます。 

 バンブーキッズ西の児童専用スペースは７２．８７平方メートル、定員は４４名

で、現在の入所者数は２５名、定員割合は５６．８％でございます。 

 バンブーキッズ東の児童専用スペースは１９９．２０平方メートル、定員は７０

名で、現在の入所者数は４０名、定員割合は５７．１％でございます。 

 城山ちきゅうクラブの児童専用スペースは１２９．７６平方メートル、定員は７

０名で、現在の入所者数は３２名、定員割合は４５．７％でございます。 

 施設規模（児童専用スペース）、定員、入所者数につきましては、国が「放課後

児童クラブガイドライン」を策定しており、その中で集団の規模については、おお

むね４０人程度で、最大７０人までとなっております。 

 児童の定員につきましても、利用する児童が生活の場として、児童１人当たり、

おおむね１．６５平方メートル（畳１畳分程度）の面積を確保することが望ましい

とされております。現状におきましては各学童保育所とも、利用児童数に１．６５

平方メートルを乗じた面積以上の施設規模となっている状況でございます。 

 今後の見通しにつきましては、先月の２日に平成２５年度の学童保育所入所説明

会を６学童全てで開催させていただき、入所希望者の状況を父母会から報告を受け

ましたが、現状より利用児童数が若干増加するとのことでございます。 

 最後３点目の、国・県・町の補助割合と各学童保育所の保育料について、また母

子家庭などの複数児童入所の減免はありますか、とのお尋ねでございますが、国が

定める利用児童数の基準単価に開設日数などを加算し、補助額を算定いたします。

補助割合といたしましては、国・県・町がそれぞれ３分の１の負担となっておりま

す。 

 また、保育料につきましては、各学童保育所ともほぼ均一な金額となっており、

各学童保育所の月額保育料といたしましては、１年生で１万２，０００円、２年生

で１万１，０００円、３年生で１万円と、段階的に料金を下げております。４年生

以上になりますと、低学年の半額の５，０００円程度の料金設定となっております。 



 また、母子世帯や複数の兄弟が一緒に利用されてみえる家庭につきましても、負

担軽減の観点から、各学童保育所により、ほぼ同様な保育料の軽減措置をとられ、

学童運営を行っている状況でございましたが、昨年の１２月に稲部学童保育所にお

きまして、保育所運営経費に余裕がなくなった、との理由で父母会を開催され、保

育料や母子世帯・複数の兄弟入所割引の減免措置が改定され、一律料金とされたと

伺っております。 

 今後につきましては、学童の入所を希望されるご家庭に、過度のご負担とならな

いよう、また、適正な学童運営となるよう、指導してまいりたいと考えております

ので、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ご答弁ありがとうございました。 

 さっきのお話を聞きましても、バンブーキッズ東とか三和学童保育所の建物は、

平成５５年以降ということで、耐震の予定がないようでしたが、どうしても心配と

いうか、まず耐震の診断はしてほしいと思うんですけど、そこら辺はどうですか。 

○議長（藤田 興一君）   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。 

 昭和５６年に旧建築基準法が新しい建築基準法になりまして、かなり耐震基準で

強度を保つような設計がされないと建築確認申請が下りないというような状況でご

ざいますので、平成５６年度以降に建築された建物につきましては、今のところは

耐震診断というよりも、建てる段階で設計等、その辺で十分審査された建築物だと

考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   すみません。今、耐震診断をすると言ってもらえた

のか、ちょっとはっきり聞こえなかったんですけど。 

 それと、もし診断をしてもらえたら、その結果によって改修もしてほしいと思う

んですけど、今すると言ったのか、はっきり聞こえなかったので、もう一回よろし

くお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   現在のところ、耐震診断をする予定はない

ということでございます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   私としては、やはり子どもが毎日行く場所ですので、

まずは診断はしてほしいと思います。それと結果によっては改修もやってほしいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 それと稲部学童保育所ですけど、これは以前のもので、さっきもするということ

と、それだけではなくて、建物がとても古くて、部分的にはテラスの設置とか、手



を入れていただいてはいるんですけど、昨日近藤議員が言ったように、壁がボロボ

ロと落ちてきたりする状況の中です。 

 そしてまた住宅団地の新設で、子どもたちが増えています。さっき聞いたのでも、

今、定員１６人のうち、ほとんど満杯に近いような状態で、そして末も増えていく

ような見通しですので、ぜひ建てかえてほしいと思います。 

 また、昨日の治隆議員の質問でも、生活福祉部長は検討するでしたけど、町長は

改築・移転も含めて考えるという答弁でしたので、稲部学童保育についてはこの方

向で、町長の答弁で、ということで受け取ってもいいですか。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   昨日、町長のほうからもお答えさせていた

だきましたように、今後改修も含めて、施設の移転等について検討させていただき

たいと考えております。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 建てかえとなると、本当に場所的にはあそこでは狭くて、課題もあるかと思いま

すけど、早急によろしくお考えください。 

 国とか県・町が３分の１ずつの補助の件ですけど、新設から３年間は優遇措置と

いうことで、特に東員町は３分の２を出していただきまして、全体で普通なら３分

の１、３分の１、３分の１のところ、東員町は３分の４の補助を今までいただいて

いまして、１年生で月額１人１万２，０００円から、さっき言われたように、２カ

所ぐらい１万３，０００円でしたが、それがこの平成２４年度に、途中の補正では

多分もとへ戻ったかなと思うんですけど、県から補助削減が出されまして、東員町

がそれを機に、平成２４年度までは３分の２を出していたのが、普通並みの３分の

１になりました。 

 特に稲部学童保育所は、昨年がちょうど新設から４年目に入りまして、新設から

３年の優遇措置もなくなりました。稲部学童の人数も、ある程度補助額というのは、

何人から何人はいくら、何人から何人はいくらという、そういう決めがあります。

そのちょうど上がる手前というか、そういうところの人数で本当に都合が悪いとい

うか、そこら辺だと思いますけど、今も答弁でありましたように、１２月どうして

もやっていけない、赤字が出てくるということで、保育料の値上げの話が出たよう

です。 

 本当にこういう困難に直面している稲部学童に対して、ちょうど３分の１もなく

したという、そこら辺も考えあわせて、臨時の補助はしてもらえないかなと思うん

ですけど、その辺はいかがですか。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 



○生活福祉部長（岩田 利弘君）   町内の学童保育所につきましては、全て国

の基準に基づいて、国の基準額がございまして、入所人数とか、規模とか、開設日

数とか、それによって算定されておりまして、ほかの５つの学童保育と稲部学童と

比較いたしますと、どうも指導員の賃金が高くて、それが圧迫しているような状況

が見受けられますので、その辺もできれば父母会さんのほうも、この前も来ていた

だいて、お話しさせていただいてはおるんですけども、人件費の割合が相当高いよ

うな状況で圧迫しているような感じが見られます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   指導員の賃金のことは伺ってなかったので、今初め

てなんですけど、確かにそういう状況を聞くと言えない、どうかなとは思うところ

もあるんですけど、若者の定住によって人口増を考えている東員町として、また１

６年間の一貫教育プランの１つとしての学童保育所の位置づけなんかも、少しは考

えていただきたいなと思って次に移ります。 

 昨年度の予算で、東員駅南の開発を予測した、まちづくり土地利用計画策定委員

会構想などがありました。委員会の話し合いの結果と今後の見通しはいかがですか。

また、この委員会が目指す具体的な考え方と目標など、どのようなまちづくりです

か。町長の選挙公約のナンバー１９の内容、歩いて暮らせる小さくて便利な中心市

街地をつくりますと、そういうふうに考えるのですか。 

 ３つ目に、東員駅南は優良農地とも聞きますが、策定委員会の計画がＯＫとなっ

た場合、地主とはどのような関係になりますか。 

 昨年度の予算を聞きたかったんですけど、職員の話し合いになったということで、

今回戦略構想ということで、ちょっと意味は違ったようになっていると思いますけ

ど、まちづくりの構想としてお伺いします。 

○議長（藤田 興一君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   おはようございます。 

 上原議員の東員駅南の開発についてのご質問にお答えをさせていただきます。 

 昨日も南部議員にもお答えをさせていただきましたとおり、現在、まちづくり戦

略構想策定プロジェクトチームを発足させております。これは職員のチームです。

職員自らが将来のまちの姿を描き、計画をつくっていくものでございまして、今年

度は東員町全体の現状を共通認識をして、分析や検証、あるいは課題の抽出を行い、

目標や方向を整理したところでございます。来年度は町民の皆様やまちづくりに精

通した学識経験者などに参画をいただきまして、ご意見、ご提案をいただきながら、

東員町の将来の姿について、短期・中期・長期の具体的な目標を定めて、引き続き

取り組んでまいりたいと考えております。 



 私のマニフェストの思いなのか、というご質問でございますけど、まさにそのと

おりでございまして、コンパクトなまちづくりということを考えていきたいなと思

っております。 

 そして次に、地主さんがいると、どうするのかということですが、地主さんとは

当然このことに関してご相談を申し上げ、あるいは昨日、少し農業との共生という

ことを考えておりまして、農業のところでもお話を申し上げましたけど、農業分野

へのご参画ということも考えていただきながら、地主の皆様とはご相談をさせてい

ただいて進めていただかなければ、前へ進まないというふうに思っておりますので、

時期を見て、地主の皆様にもお話をさせていただきながら、ご協力をいただくよう

努力をしてまいりたいというふうに思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   平成２４年度は職員でいろいろ考えてということで、

今回立ち上げた戦略構想とは、昨年に職員で話し合った内容でこうなったんだとは

思いますけど、どこに違いがありますか。 

 去年のまちづくりは、たしか東員駅南と言われました。今回とどういう違いです

か。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   いや、同じものです。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   そうすると、今年のまちづくり戦略構想策定という

のも、東員駅南に限って言うんですか。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   東員駅南というのは、東員町の顔となるコア形成と

いうふうに位置づけておりますが、まちづくり戦略構想プロジェクトチームで話し

合っているのは、東員町全体のまちづくりでございまして、その一部として、東員

駅南のコアづくりも入っていると、こういうことでございます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   そこがちょっと違うようなことを、ちらっと聞きま

したので、そこら辺を確認したかったのです。 

 今年はだから東員町全体を考えるということなんですよね。そういうところで所

信表明でありました４点目の笹尾・城山地域の高齢化と東員駅周辺のコアづくりと

いうことで、こういう課題が上がっています。 

 昨日の南部武司議員への答弁を聞きましても、笹尾・城山地域の高齢化の対処に、

国・県・大和ハウスなどとも話し合い、笹尾第二保育園跡地を、域内・域外からの

若者を誘導、人の環境を考えてみえるととりました。しかし、あの笹尾第一保育園



跡は多分１０件ちょっとしか建たないのかなと思う、小さい面積ですけど、そうい

う小さい面積の中でそれだけのことができるのでしょうか。そこら辺、教えてくだ

さい。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   あくまでも若者を誘導するためのモデル地区という

ことを主として考えております。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   具体的に何かちょっと私の頭では、モデル地区と言

われてもピンとは来ないんですけど。 

 そしたら所信表明の中で、東員駅周辺を医療や介護、地産地消が混在するような

場所とも言われました。また、昨日の島田議員への答弁で、医療が総合病院という

意味ではなくて、在宅医療とか、在宅介護、在宅看護を考えてみえるということも

わかりました。 

 この構想が実現できるのかなとは思いましたけど、しかしまちづくり戦略構想策

定ができて、計画をいざ進めるとなった場合、さっき言われたような、農家の人が

やれる事業の場合は、そのまま農家の人がやりますけど、こういう医療関係とか、

ほかの地主さん以外の人が加わってくる場合、計画を進めるときに、町が直接事業

者になって施工するということはないと思いますけど、その確認をしたいと思いま

す。 

 よろしく。 

○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   事業が行われる場合ですけども、行政がそこで事業

主体となることはあり得ない、当然民間開発というふうに考えております。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   私がこういうことを聞きますのは、以前、東員駅北

側の住宅開発で計画があった時、たくさんの予算を使っていろいろやったんですけ

ど、でもやっぱりその時に、少なからずの地主の方たちが、これはまちがやってく

れる事業やというふうなとり方であった。それが自分たちがやらんならん、区画整

理事業ということを詳しく知った上で、なかなかもうその事業としては進まなかっ

た、そういうこともあります。 

 何しろ、土地の利用の策定ができて実施する方向に向かうにしても、町は業者と

か地主に働きかけをして、その事業は進めるにしても、直接事業主にはならない、

その辺のことをきちんと皆さんには明らかにした上で、そして直接事業主にはなら

ないんだけど、事業が本当にいいものであれば進めるような積極的な働きかけをし

ていく、そこら辺きちっと、町が事業者じゃないということをはっきりさせた上で

進めてほしいと思いますが、どうですか。 



○議長（藤田 興一君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   先ほど申し上げたとおりでございまして、町は事業

主にはなり得ないというふうに思ってます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 そこら辺きちっと、事業が始まる前に地主さんにはそういう説明をしてください。 

 次に移ります。 

 今回、障害者自立支援法が、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に改正されましたが、受益者負担としての利用料の１割はそのままで

す。介護保険の改定でも、保険料の値上げはあっても、家事時間が１時間から４５

分に削られるなど、消費税分は福祉に、と言われている内容とは、ほど遠くなって

います。国のそんな福祉政策の中で、東員町の現状把握のために、次のことをお聞

きします。 

 １．障害者手帳保持者８６９人のうち、福祉施設や介護施設を利用している人数

と、施設の設置場所は町内・町外の内訳はどうですか。 

 ２．療育手帳所持者１１７人のうち、施設を利用している人数と、施設の設置場

所は、町内・町外の内訳はどうですか。 

 ３．精神障害者保健福祉手帳保持者７８人のうち、施設を利用している人数と施

設の設置場所は、町内・町外の内訳はどうですか。 

 ４．２と３の対象者で施設を利用していない人数はどのぐらいいて、その人たち

への対応はどうなっていますか。 

 ５．高齢者の介護認定者は介護保険を利用しながら施設への通所や在宅介護など

を受けていると思いますが、保健師などの援助はどうなっていますか。 

 ６．高齢者の介護認定者で、施設を利用していない人への援助はどのようになっ

ていますか。 

 ７．総合計画に基づく高齢者の介護施設や保健施設、障がい者施設などの整備計

画はありますか。 

 ８．社会福祉法人いずみ以外で東員町として施設整備補助をしたのは、平成２４

年９月補正での地域密着型サービスに対する、全額県の補助によるなでしこだけだ

と認識しています。今議会で提出されている障害者福祉整備事業補助は、いずみの

店ですが、社会福祉法人いずみ以外でも、介護福祉施設を立ち上げようとする業者

や社会福祉法人があらわれたら、施設整備補助はするのですか。 

 ９．保健師の現在の人数と仕事範囲、高齢者・乳幼児保健予防事業などへの取り

組みはどうですか、お伺いします。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 



○生活福祉部長（岩田 利弘君）   上原議員の福祉政策についてのご質問にお

答え申し上げます。 

 まず１点目の、８６９人の身体障害者手帳をお持ちの方のうち、障害福祉サービ

スを利用されている方は４８人で、その内訳は、施設に入所されている方が６人で、

町外の５施設に６人の方が入所されております。 

 グループホームなどの居住支援を利用されている方は３人で、２人の方が町内の

２施設を、１人の方が町外１施設を利用されております。 

 生活介護や就労継続支援などの日中活動支援をご利用の方は２１人で、１０人の

方が町内の２施設を、１４人の方が町外の１２の施設を利用されております。自宅

で在宅支援を受けておられる方は１８人で、１３人の方が町内の４施設を、５人の

方が町外の３施設をご利用になっております。 

 ２点目の、１１７人の療育手帳をお持ちの方のうち、障害福祉サービスを利用さ

れている方は９８人で、その内訳は、施設に入所されている方が１１人で、町外の

９施設に入所されております居住支援を利用されている方は１５人で、１２人の方

が町内の４施設を、３人の方が町外の２施設を利用されております。 

 日中活動支援をご利用の方は５０人で、４８人の方が町内の３施設を、１６人の

方が町外の１２施設を利用されております。 

 また、在宅支援を受けられている方が２２人で、町内の３施設をご利用になって

おります。 

 ３点目の、７８人の精神保健福祉手帳をお持ちの方のうち、障害福祉サービスを

利用されている方は１５人で、その内訳は、居住支援を利用されている方は６人で、

町内の１施設と町外の３施設に、それぞれ３人ずつ利用され、日中活動支援をご利

用の方は７人で、２人の方が町内２施設を、５人の方が町外の５施設を利用されて

おります。 

 また、在宅支援を受けられている方が２人で、町内の１施設をご利用になってお

ります。 

 ４点目の、サービスを利用されていない方は９１９人でございますが、身体障害

者手帳の方は８２０人、療育手帳の方が３５人、精神保健福祉手帳の方が６４人と

なっております。入院中で受ける必要のない方もございますし、障害福祉サービス

をご利用にならない方も、補聴器などの補装具や、ストマなどの日常生活用具の給

付や、福祉医療費の助成、自立支援医療をご利用いただいております。 

 なお、６５歳以上の方につきましては、先ほど申し上げました各種の障害福祉サ

ービスよりも、原則として介護保険制度によるサービス利用が優先されますことか

ら、必要に応じてそちらのサービスを受けられており、高齢者実態調査等により現

況把握に努め、包括支援センターを中心に、ご支援をいたしております。 



 そのほか相談業務につきましても、障がい者総合相談支援センター「そういん」

に委託し、皆様からの電話や訪問によるご相談をお受けしております。 

 また、障害福祉サービスは、障がいのある方の障がいの程度や、介護者、居住等

の状況を踏まえ、ご利用いただくこととなっており、必要に応じ、福祉の諸制度を

ご利用いただけるように、手帳の交付時に窓口で「東員町障がい福祉のしおり」を

配布しているほか、広報誌等での周知に努めております。 

 次に５点目の、包括支援センターの保健師の業務につきましては、高齢者の方が

住み慣れた地域でいつまでも生活ができるよう、要介護状態への移行防止と早期発

見を目的に、介護予防サービスや健康相談などを行っておりまして、要支援・要介

護と認定された方へは、介護予防サービスが適切に提供されるよう、利用者の方へ

の支援をいたしております。 

 次に６点目の、介護保険の施設サービスを利用されていない方につきましては、

居宅サービスの主に訪問介護や通所介護を利用していただき、住み慣れた地域での

在宅生活の支援を行い、必要に応じて住宅改修や福祉用具の給付などの支援をいた

しております。 

 次に７点目の、総合計画に基づく高齢者の介護施設や保健施設、障がい者施設な

どの整備計画について、お答えさせていただきます。 

 第５次東員町総合計画では、高齢者の介護施設の整備計画はございませんが、町

高齢者福祉計画及び第５期介護保険事業計画におきまして、混合型特定施設入居者

生活介護施設と小規模多機能型居宅介護施設の整備計画を定め、高齢者の支援体制

整備に努めてまいります。 

 また、障がい者施設につきましても、町障がい者計画に基づき、町民の皆様のニ

ーズに応じて、居住の場の確保や就労継続支援の体制整備に向けた支援に努めてま

いります。 

 次に８点目の介護施設につきましては、先ほどもご説明させていただきましたが、

介護保険事業計画等に位置づけられた必要な施設について、介護施設整備事業補助

基準に基づき、国等の補助制度を利用いただきたいと考えております。 

 また、障がい者施設につきましても、在宅障がい者や、今後地域生活に移行され

る障がい者などの親亡き後の支援として、町民のニーズに応じて、居住の場の確保

や就労継続支援の体制整備に向けた支援に努めてまいりたいと考えており、社会福

祉法人いずみにつきましても、積極的にご支援させていただきたいと考えておりま

す。 

 最後に９点目の、保健師の取り組みについてでございますが、現在の保健師数は

６名でございまして、こども健康課の健康づくり係に４名、長寿福祉課の地域包括

支援センター係に１名と、地域福祉課の社会福祉係に１名でございます。 



 続いて取り組みの内容でございますが、感染症等の予防事業として、乳幼児から

高齢者までの予防接種の実施と接種管理を行い、母子保健事業では、妊婦及び乳幼

児の健康診査のほか、マタニティ教室や赤ちゃん訪問、離乳食教室やすくすく教室

など、母子支援事業を実施しております。 

 先ほど述べました乳幼児健診の受診結果により、発育や発達に支援が必要な場合

は家庭訪問をするなど、経過観察を行い、発達相談や療育教室への参加を促してお

ります。 

 成人を対象とした事業といたしましては、健康づくりの啓発及び普及のための運

動教室の開催や健康相談の実施のほか、心の健康相談や自殺予防の講演会なども実

施しており、検診事業におきましては、各種がん検診のほか、４０歳以上の国民健

康保険加入者を対象とした特定健診並びに特定保健指導を実施するとともに、生活

習慣病予防のための講演会等も開催しております。 

 また、地域包括支援センターにおきましては、高齢者相談のほか、要支援や要介

護状態になる前からの介護予防事業を実施しております。 

 以上、本町の福祉政策について、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   いろいろなデータありがとうございました。 

 身体障害者手帳保持者の多くが６５歳以上で、その多くが施設利用をしていない

理由は何ですか。また、療育手帳保持者の多くが６５歳以下で、町内施設利用者で

すが、その町内施設とはどこに当たりますか。精神保健福祉手帳保持者の多くが６

５歳未満ですが、その多くが施設利用をしていない理由は何ですか。 

○議長（藤田 興一君）   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。 

 先ほどの答弁でもございましたように、身体障がい者の６５歳以上の方につきま

しては、介護保険をまず優先させていただいて、サービスを受けていただいてござ

います。 

 精神の町外ということ、質問内容、もう一度ちょっとお願いしたいんですけど。 

○議長（藤田 興一君）   質問者にお願いします。 

 上原議員、一問一答でございますもので、３つを一遍にではなくして、１つ１つ

の質問をしていただければ、執行部のほうも助かると思いますので、よろしくその

辺、ご配慮のほどお願いします。 

○６番（上原 君代君）   さっきの最初のところは、介護保険で利用している

ということがわかりました。その次の精神のところで今言われたのは、６５歳未満

ということはわかるんですけど、その多くが施設利用を割としていないんですよ。

施設を利用をしていない人のほうがほとんどで、計７８人のうちの６４人が施設を



利用していないもので、そこら辺は施設がないからかな、それともあっても何か理

由があるのかなと思いまして、利用していないところの理由を聞きました。 

○議長（藤田 興一君）   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。 

 精神保健の福祉手帳所持者というのは、先ほども申し上げましたように７８名ご

ざいまして、非利用者が６４名いらっしゃいます。施設利用をされている方が１５

名ということで、それ以外の方につきましては通院とか自宅での療養というのです

か、そういう方だと考えております。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   はい、わかりました。 

 真ん中の療育手帳保持者、この多くが町内施設でいっぱい世話をしてもらってい

るんですけど、その多くが法人いずみの関係でお世話していただいているんだなと

いうことはよくわかりました。 

 さっきの３番目の精神の人の、それはもう十分それで通所とかいろいろあるんで

すけど、施設との関係は別に必要ないのか、そこら辺をお聞きします。 

○議長（藤田 興一君）   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。 

 精神につきましても、町の福祉の窓口でいろいろ相談させていただいたり、あと

は包括のほうでも相談を受けて、その人に合った制度の利用というんですか、施設

利用とか自宅療養とか、そういったことの相談を受けてやっているということでご

ざいます。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   そういう相談の中で施設が足りているかなと、私は

ちょっと危惧を覚えておりまして、こういう質問になっているんですけど、施設整

備についての、さっき総合計画の中で聞きましたけど、きちんと具体的に何カ所と

いうことはなっていないんですね。介護のデイサービスなどの施設は飽和状態とい

うことは聞きました。しかしわからないとこら辺は、施設があれば入りたいという

のはあらへんのかなということを危惧しますので、きちっと把握するようにしてい

ただきたいと思います。 

 そして今、介護のデイサービスなんかは飽和状態ということですけど、この前、

なでしこがありましたけど、小規模多機能型施設とか、認知症などのグループホー

ムなどの施設、そういうところは不足しているのかなということも思うんですけど、

そこら辺いかがですか。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   認知症のグループホームにつきましては、

今の計画の中、予定どおり行っているということでございます。 



○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   そしたらそういう認知症のグループホームというの

は計画どおりということは、計画がきちっとあるということで、実施していただけ

る予定ということなんですね。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   実施というか、計画の中で数のほうをうた

っているというだけです。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   それは計画だから、行政がつくるわけではないから

ということで、そういう施設を、そしたら手を上げる業者がいたら、そこら辺つく

ってほしい、積極的に働きかけていきたいというような考えなんですね。もしそう

いう場合に今度のいずみへの１，５００万円の補助があるんですけど、そうやって

こちらが施設が欲しい、そして手を上げる事業者がいたら、してほしいと思うんで

したら、今のいずみと同じように、施設整備のための補助というのは出していただ

けるのか。そこら辺、考え方としてはどうですか。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   先ほどの例の認知症のグループホーム等の

施設計画がございました。やはり町としても指導させていただきまして、国の補助

とか、その辺をとるような形でご指導させていただきたいと考えております。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   では積極的にできるように、国からの補助も働きか

けていきたいということで、ありがとうございます。 

 次に基本チェックリストの調査に回答のなかった人とか、２次予防の対象者で、

予防事業に参加してなかった人が心配です。保健師の全般の仕事のことは聞いたん

ですけど、この体制では何か心配している人たちのことを今までも聞いたんですけ

ど、民生委員さんにお願いして、そういうところを見てもらってますからというの

があるんですけれど、そこら辺、民生委員さん頼みだけではなくて、係りでも、そ

ういうアンケートにも回答がない、相談にも来たことがないというところは、１年

に１回ぐらいは現状を把握するようなことはできないでしょうか。 

○議長（藤田 興一君）   岩田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（岩田 利弘君）   基本チェックリストとか２次予防のアンケ

ートでございますけども、できる限り回収率を上げるように、民生委員とかで協力

していただいたり、家族の方とか、できるだけ書いていただいておりますけども、

職員のほうもできるだけ出かけて回収できるような措置をとっております。 

○議長（藤田 興一君）   上原議員。 



○６番（上原 君代君）   皆さん、元気で回答しない人もいますけど、そこら

辺は本当に元気なんだ、この人は自分で書かないからということであったら、そう

いう援助をするとかで、全員の把握ができるような状態をつくっていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

 東員町の福祉が本当に前進するように願って、これで今回の質問を終わらせてい

ただきます。 


