
○６番（上原 君代君）   おはようございます。 

 日本共産党の上原君代でございます。 

 １日目のトップバーターということで少しドキドキしていますが、よろしくお願いします。 

 今回は３点の質問をさせていただきます。 

 １点目に災害に強い、安心・安全なまちづくりについて、２点目は子ども医療費の窓口無

料化について、３点目は地域力の育成について伺います。 

 明解なご答弁をお願いします。 

 まず１点目の災害に強い安心・安全なまちづくりについて伺います。 

 南海トラフ巨大地震の危機が叫ばれ、地域の自治防災も少しずつ進み、各自治会での

訓練や各家庭の水、常備品の備蓄の話も聞かれるようになりました。 

 昭和５６年以前の耐震診断も多くの方たちが実施しています。しかし実際に耐震のため

の改修工事はなかなか進んでいないのが現状のようです。 

 東員町は地震による津波や暴風雨による山崩れなどの心配は少ないと思われ、各家庭

での家具の転倒防止が人的被害の１番の原因ではないかと言われています。 

 この分野では高齢者世帯への補助制度がありますが、きちんと活用されているのでしょ

うか。また、もしものときに一番大事な行政ですが、その行政に人的被害があれば大変で

す。そのために次のことをお聞きします。 

 １つ目として、安全・安心のまちづくりのために指導的役割を果たす役場危機管理課の

移動についての協議がされていますが、初歩的な地震対策として、役場庁舎内全体の書

棚とかパソコン機器などの転倒防止はもう既に済んでいますでしょうか。 

 ２つ目に地域の対策として、家庭の耐震診断や改修、家具の転倒防止などに補助制度

がありますが、縛りが厳しく、使えない部分があります。緩和することで、より多くの町民の

安全・安心につなげることはできませんか。 

 よろしくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   早川正総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   おはようございます。よろしくお願いをいたします。 

 上原議員からのご質問にお答えをさせていただきます。 

 近年発生をいたしております大きな地震では、家具や家電の転倒・落下などにより多く

の負傷者が出ています。このような状況を受けまして、役場庁舎等におきましても、お客

様や職員への安全を確保する必要がございます。 

 ご質問のロッカーなどの固定化につきましては、少し遅くなりましたが、今年度の予算で

対応することといたしておりまして、現在準備に入っているところでございます。また、地震

発生時の安全確保に努めるため、研修や訓練を通し、職員の防災意識の向上を図ってい

るところでございます。 

 次に地震対策でございますが、まず、家屋の耐震診断や改修における補助制度は、木

造住宅耐震の支援制度として、昭和５６年５月以前に着工された木造住宅を対象に無料



耐震診断をいたしております。また、診断の結果により補強設計及び補強工事を行う場合

には、地震時に自分の命・家族・財産を守っていただけるように、費用の一部を国・県・町

により補助させていただく制度を設けており、「広報とういん」や町のホームページなどで

紹介をいたしているところでございます。 

 しかしながら平成２５年度の実績では、耐震診断が４件、補強設計２件、補強工事３件と

実績数が少ない状況であります。このことから以前、平成２１年度に笹尾西地区で行いま

した戸別訪問を、今年度、県にも協力をいただきながら、可能な範囲で、笹尾東地区で制

度の対象となる家屋宅へ出向き、制度の周知と、特に無料で実施できる耐震診断のご利

用を周知してまいります。 

 また、本町では災害から命を守るため最も身近な対策として、家具の転倒防止対策事

業を行っております。内容につきましては、１世帯につき家具５点を限度とし、転倒防止器

具を取りつけています。対象世帯は、６５歳以上の高齢者のみの世帯や６５歳以上の高

齢者と重度身体障がい者のみで構成されている世帯となってございます。 

 各自治会の防災訓練や町の広報等で周知しておりますが、申請件数が増えていないの

が実情でございます。町民の皆さまが家具転倒防止対策を進めていただくための協議を

現在も進めております。 

 そのような中で、まず指導的な立場にあります職員自らが家の家具転倒防止を行うよう

徹底をさせていただいているところでございます。 

 今後も住民の皆さまに対し、自治会の防災訓練等に出向き、防災・減災対策として最も

重要な対策であることをＰＲしていきたいと考えております。 

 また、ご指摘いただきました制度の拡充につきましても検討を行うとともに、援護を必要

とする人たちに対する支援は継続して行っ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いたします。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございました。 

 まず、庁舎内の転倒防止などのことですが、一部もやってないみたいですね。一応今年

度の予算でということで今聞きましたので、本当に早急にお願いしたいと思います。 

 そこら辺でパソコンとか電子機器とか、なかなかやりにくい。自分、素人目で考えたら転

倒防止ってどうやってやるんだろうなということもありますけど、本当に役場はパソコンと

か電子機器が、東員町の人的ないろんな書類から、そして水道とか下水道のインフラ関

係とか、そういった重要な物が本当にたくさんあると思います。 

 そしてまた、東員町の危機管理の先頭になっていただく人たちが、そこにみんな集中し

てみえるわけですので、そこでけが人が出たら大変です。住民の先頭に立っていただか

なければいけない人たちですので、そこら辺、今年度、一応やる予定ということですが、早

急によろしくお願いしたいと思います。 



 それからさっき職員の防災のための研修、それもやっているということで、よろしくお願い

します。 

 それと私、自分自身も家で本棚とかタンスは割と考えられるんですけど、パソコンとか機

器、それはどういうふうにやるんですか。ちょっとお聞きします。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 庁舎のほうで現在考えておりますのは、ロッカーにつきましてはロッカー同士を固定をさ

せていただきます。ジョイントみたいな、結束をさせるということで、ロッカー同士を連結さ

せることで転倒を防ごうというものを導入をさせていただく予定でございます。 

 また、パソコン等につきましては、パソコンマットといいまして、よくテレビの下に張りつけ

るようなマットがあるんですけれども、そういったものを導入をさせていただく計画を今して

おります。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。安心しました。それで早急によろしくお

願いします。 

 ２つ目の、さっき話をしましたけど耐震診断のことなんですけど、去年は笹尾西地区で戸

別訪問をしてということで伺いました。今年もそうやって東を、ということを聞きましたので、

そこら辺はよろしくお願いします。 

 過去にも耐震工事は結構、何か去年は耐震診断自身が余りなかったような感じですけ

ど、診断は今までから結構やってみえる、だけど診断はしても工事が進んでいないという

そこら辺、去年の他の議員の質問の結果でもそういうことが出てたんですけど、診断はし

ても工事ができない、そこら辺の理由というか、行政としてつかんでいますか。 

○議長（木村 宗朝君）   山下誠司建設部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   過去の数字から見ますと、診断を受けたのが４００件余

りございまして、設計までなされたところが２０件、工事に到達したところが２５件ということ

で、このあたりは設計抜きで直に工事に進んだという例でもって５件ほどの差が出ており

ますけども、少ないというところによりますと、経費の問題に対して、それに対する補助、

経費に見合うだけの補助がなかなかなされてないというところが１つの要因だとも思いま

すし、改修するよりも新たに建てかえたほうがリスクが少ないのではないかという思いもあ

ろうかと思いますので、そのあたりが工事まで至っていない要因かなというふうに分析して

おります。 

 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   はい、わかりました。 

 改築できる人はいいんですけど、ちらっと近所で見てますと、自分ところは家が広いから

たくさんお金がかかるから、息子たちの家を隣に建てて、そこへ避難すればいいというよう



な感じのところが、うちの近くでは結構あるかなと思うんですけど、それぞれのやり方はや

り方ですので、そうやって少しでも安全に進んでいけばいいと思います。 

 その次に家具の転倒防止のことなんですけど、さっき言われたように６５歳以上の高齢

者と身体障がい者ですけど、今、重度と言われましたので、ただ身体障がい者１級とか２

級ではだめなのかな、あれっと思ったんですけど、一応５カ所までいいということなんです

けど、この前も行政報告を読んでおりましたら、平成２２年で２件、平成２３年で２１件、平

成２４年で１６件ということで、平成２３年、平成２４年はまあまあの数でありましたけど、皆

さんがちょっとでも関心を示して、特に自分でできない方はこうやって補助制度も使ってい

ただけると、とってもいいと思います。 

 ただ、依頼者の中には高齢者と身体障がい者世帯だけでなく、ちらっと私聞いたんです

けど、精神障がい者の方も、うちのところは精神障がい者が成人しているんですけど、身

体障がいではないけど、精神障がいだけど、体はピンピンしているんだけど、心の中はそ

うじゃないから、親の言うとおり手伝ってももらえないとかそういうふうで、何で身体障がい

者はいいのに精神障がい者はだめなのか、そこら辺をすごく言われましたので、なぜです

かと、そうやね、なぜなんやろうねということで、私もちらっと窓口へ行きましたけど、規約

の中にそういうことがあったので、さっきの回答の中でも拡大を考えてはみるという言葉も

あったんですけど、そこら辺でもう一回よろしくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   お答えをさせていただきます。 

 先ほども答弁のほうで申し上げましたように、家具転倒防止対策につきましては、町の

ほうで進めておりますけれども、今、上原議員申されましたように、実績としてなかなか上

がっていないのが状況でございます。こちらにつきましては、私ども、もっと積極的に地域

のほうへ出向いて行って、ＰＲ等にも、地域の防災訓練等にも出向き、その中で積極的に

ＰＲもまた行っていきたいというふうに考えておりますし、先ほど申し上げましたように、援

護を必要とする方たちに支援を行う、これはもう行政としての責務であるというふうにも考

えております。そういう観点からも、この制度を使いやすくという部分も含めて、制度の拡

充についても十分論議をしていきたいというふうに考えております。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   使いやすく、拡充のことも考えるというところで、本当により多

くの町民の方の安心・安全の確保のためによろしくお願いします。 

 この前ちらっと予算のことを聞いたんですけど、結構予算はとってもらってあるみたいで

すので、その方向で高齢者と精神障がい者の世帯にも補助がいくように広げていただき

たいと思います。 

 次に２点目の子ども医療費の窓口無料化について伺います。 

 昨年１２月議会に続き、子ども医療費の窓口無料化の実施について、再度要請します。 



 １２月の答弁では町単独では困難、県段階でも市町によって支給年齢が異なるから難し

いとのことでしたが、医師会などと話し合ってのことですか。また、県段階のことですが、

窓口無料化を実施している多くの県でも支給年齢は違います。三重県では四日市市や鈴

鹿市、津市など、多くの市民から要望が出ていて、窓口無料化を考え、県と話し合いを進

めているところもあると聞きます。東員町は県と窓口無料化について話し合ったことがあり

ますか。また、子育て支援の一環としての認識も伺います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷眞人生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   上原議員の子ども医療費の窓口無料化についての

ご質問にお答えいたします。 

 三重県では、子ども医療費を含め、福祉医療費助成制度については、県及び市町によ

り構成される福祉医療助成制度改革検討委員会において受益と負担の公平、公益性の

確保、制度の持続可能性、全ての市町で実施可能な制度の内容とすることの３原則を基

本に、制度改革について検討を行っております。 

 この検討会では、窓口無料化についても課題として協議されており、直近では３月２６日

に開催された会議において、窓口無料化の導入について協議をされたところでございま

す。 

 検討会では、住民からの要望もあり、窓口無料化を進めてはとの議論はあるものの、国

民健康保険等の医療制度に与える影響が大きいことや、窓口無料化導入による国民健

康保険国庫負担金等の減額措置により、市町の負担が増えることが大きなデメリットであ

り、導入に慎重な市町もあることから、窓口無料化の実施については、今後も引き続き、

幅広い観点から検討していくべきであるとされました。 

 また、市町が単独で窓口無料化を行うことは、医療機関等の窓口で医療費を支払う方と

支払わない方が混在することになり、混乱が生じることが懸念されることや、窓口無料化

を行うことにより増加する県補助金の助成額部分について、公平性の観点から、一定の

減額措置の導入も検討する必要がある、との県の考えも示されております。 

 このようなことから昨年の１２月議会でもご答弁させていただきましたとおり、町単独で

の窓口無料化については困難と考えておりますので、現段階では、医師会の関係機関と

窓口無料化に向けた調整は行っておりません。 

 東員町では、子ども医療費助成制度について、子育て支援施策の一つとして重要な制

度であるとの認識から、早くから県の補助対象を上回る中学３年生までを助成対象とする

などの取り組みを行ってまいりました。 

 年々厳しくなる財政状況でございますが、子ども医療費の助成制度をこれからも持続可

能な制度とするために、今後も県の補助対象を拡大するよう要望もしてまいりますので、

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（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。 



 医師会への話し合いはやっていないということですね。東員町だけでは無理だったら、さ

っき県段階の話も聞いたんですけど、よくいなべ市とかも要望は聞いておりますので、桑

員地区での話し合いができないものかなと。確かに東員町はいなべ市のほうや桑名市の

ほうへ受診に行きますので、東員町だけでは少しということも私もありますので、でも桑員

地区でならという思い、そこら辺、桑員地区でのことを考えてみたことがありますか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   お答えさせていただきます。 

 昨年１２月、議員にご答弁させていただきましたが、本年からこの医療制度に必要な領

収証明書を、それぞれの市町に医療機関から提出された物を県内統一して、これも共同

処理という形で、無料化と同じように、検討会で話を進めて今年度から実施に至ったわけ

なんですけども、窓口無料化についても、県医師会が一番の窓口となりますので、その辺

での話が進んで合意を得た後に地区医師会との話に入っていただくことになろうかと思い

ます。この共同事業につきましても、そのような形で進めさせていただきましたので、無料

化につきましても同じような手法をとると考えております。 

 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   桑員地区での話し合いは、まだそこまでいってないということ

ですか。 

 でもこれ、保護者にとっては利便性があるだけではなくて、現金の持ち合わせがなくても、

我慢をせずに軽症のうちに子どもを受診させることができるって、とっても大事なことだと

思うんです。重症化すると、かえって医療費が大きくなるとも考えるんですけど、どうです

か。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   議員おっしゃるように、確かに受診される方にとって

は利便性が確保されるいい提案だと思うんですけども、今現在実施している他県におきま

しても、利便性が確保されるより医療費が伸びるということも実際の実績が出ております

ので、その辺も検討機関の中でも出ておりまして、医療費の伸びとか、さっきも言わせて

いただきましたけども、幅広い観点から、その辺も含めて検討を続けてまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   県段階のことなんですけど、日本共産党三重県委員会として、

三重県知事に対していくつかの要望を出しました。その中に子ども医療費などの窓口無

料化の件も含まれていまして、今年の２月１９日に回答がありました。それによると、窓口

無料化は利用者にとって利便性が高いメリットがある、他方、その実施で医療費が増大し

て県や市町の助成額が増加する、また、市町国民健康保険にかかわる国庫負担金の減



額措置があるので慎重な議論を重ねる。しかし窓口無料化をする市町に対し、国が減額

措置を廃止するように提言する、とありました。 

 さっき言われたような検討委員会の話の内容も、これとほぼ一致しておりましたので、多

分、県の見解なのかなと思うんですけど、でも医療費の窓口無料化をする市町に対して

国がペナルティとして、国保の国庫負担金の減額措置をするという、これは本当にとんで

もないことだと思います。このペナルティの対象は子ども医療費だけでなくて、障がい者と

か高齢者、ひとり親家庭の医療費助成、全部合わせて自治体の被保険者の１％を超える

窓口無料があると国庫負担金の減額措置をするという、国にそういう国民から言わせると、

とんでもないペナルティが課せられております。だけど県としては減額措置を市町で、もし

桑員地区なら桑員地区で窓口無料化をした場合、そういうときには減額措置をしないよう

に、県が減額措置を廃止するように国へ提言すると言っているので、町としてもぜひそう

いうことを国へ申し入れていただけませんか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   お答えいたします。 

 議員おっしゃるように、本当にとんでもないことだと思います。まして国の国庫負担金の

減額措置は、ペナルティとしてどこの市町もそのことを反対とは思っておるはずなんです

けども、また県についても、県補助金の助成額についても同じようなことを導入するという

ことも聞いておりますので、先ほど言いました検討課題の場とか連合会でも、そんなことで

市町の声を大きく国のほうへ取り上げていくように求めていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   それこそさっきの県のこともそうなんですけど、よく窓口無料に

すると医療費が増大するということも、前回の私の１２月議会の時の回答にもありました。

だけど医療費が増大するとか、コンビニ受診が増えるということも言われてますけど、しか

し２００９年に中学校卒業時までの医療費を窓口無料化した群馬県で、２年後の県議会で

その効果を問う質問がありまして、その答弁で、緊急医療への過度の依存や時間外診療

の増加が懸念されたが、国保診療分の時間外受診件数を検証したところ、拡大前の９２．

７％と減少しているという答弁、それから群馬県の医療費データでも、１人当たりの受診回

数、医療費助成金、さらに１件当たりの金額についても減少していることが報告されてい

ます。群馬県知事自身も、活力ある豊かな社会を築くための未来への投資であるというこ

とを表しています。群馬県では保護者へのアンケート調査も行い、保護者は窓口で無料

だから何でもかんでも医者に連れていくとは決してなっていないということも報告されてい

ます。 

 東員町は平成２１年４月から中学校卒業時までの医療費無料化を実施しているわけで

すから、無料化の実施で医療費が多くなっているかいないかということがはっきりしている

と思うんですけど、そこら辺はいかがですか。 



○議長（木村 宗朝君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   お答えいたします。 

 平成２１年から中学校３年生まで、生徒の拡充をいたしまして、ある程度の額は伸びて

おると思います。今ちょっと手元に数字がございませんけども、議員おっしゃいますように、

他県の情報をつかんでおりませんのですけども、群馬県ではそのようなことで、医療費が

１．３倍、一般的に言われております、そこまで伸びていないということですけども、一方、

もう１つの情報をつかんでおりますのは、奈良県ではもう既に無料化をしているわけなん

ですけども、余りにも医療費が増大するから元の制度に戻るというような議論もされてお

ると聞いておりますので、その辺もよその状況も踏まえながら、何度も申しますけども、県

の検討委員会のほうで検討して、幅広い情報も取り入れながら議論していきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   先ほどの奈良県の件は、私も奈良県ということだけ、ただ元へ

戻しそうやということ、それだけをチラッと読んだけど、理由がきちっと書いてなかったので

何も言えないんですけど、でも保護者は医療費がただであっても、とても忙しい中で余分

に余計な受診をするということはないと思います。しかし子どもは急変します。昼間は元気

で遊んでいたのに夕方には高熱を出してぐったりすることもしばしばあります。銀行からお

金を引き出すことをせずに医者にとんで行けるということは、保護者にとって本当にありが

たいことです。ぜひ前向きに検討をしていただけませんか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   お答えいたします。 

 確かに急病とかお金の要りがあるときなんかは、直接医療機関にかかれるのは便利か

と思います。この検討会の中でも、先ほどもちょっとご答弁させていただきましたけども、

導入に慎重な市町も約半数ほどあるということで、まだまだ県内でも意志統一ができてい

ないのが現状でございます。決して本町としては慎重のほうではございませんので、導入

に向けて議論させていただいておりますので、今後も引き続き幅広い観点から議論させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   そのように、よろしくお願いいたします。 

 ３点目の地域力の育成について伺います。 

 少子高齢化、独居老人が増えると予想される中で地域力が問われています。東員町に

は、とういんボランティア市民活動センターがあり、登録されている団体が６９あります。こ

のとういんボランティア市民活動センターは、昨年から社会福祉協議会から町民課へ管

轄が変わりました。地域力の育成のために町民課の町民活動係の中に移管されたと思

われますが、どのような位置づけ、どのようなかかわり、指導をしていますか。 



 また、予算は社協からはどのようになっていますか。また、町民課としての予算はどうな

っていますか。 

 地域力をつけるために、町民課のとういんボランティア市民活動センターとのかかわりを

教えてください。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷眞人生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   ３点目の地域力の育成について、ご質問にお答え

いたします。 

 とういんボランティア市民活動支援センターは、市民活動に関する団体との交流や連携、

情報の収集・発信、勉強会や設立に関する相談等を行うため、ふれあいセンターの２階に

活動拠点を設置し、町社会福祉協議会が事務局として、これまで運営を行っていただい

ておりましたが、昨年からは町民課も加わり、一緒に事業に取り組ませていただいており

ます。 

 昨年度の主な事業は８月に登録団体の代表者会議を開催し、１０月には、みえきた市民

活動支援センターから講師をお招きし、いなべ市と合同で勉強会を開催しました。また、

本年の３月には「わくわくフェスタ」をイオンモール東員にて開催し、１６の団体が活動内容

についてＰＲを行いました。 

 その他、毎月、運営委員会を開催し、イベント等の事業計画や「えがお通信」の編集作

業等も行っていただいております。 

 次に昨年度の予算につきましては、社協のボランティア活動振興補助金から運営委員

会に約４１万円を助成して、印刷機やコピー機の消耗品をはじめ、広報誌の印刷代やイベ

ント会場の使用料等に支出をいたしました。 

 今年度は社協予算から町の一般会計予算のほうに組みかえを行い、昨年度と同様の

事業経費のほかに講演会の経費等を増額するなど、１１７万９，０００円の予算を計上い

たしております。 

 最後に市民活動に対する町の考え方を申し上げますと、これからの地域づくりは、自治

会だけでなくボランティアやＮＰＯ、地域の団体、サークルなど、多種多様な組織が複合的

に地域で活動することが考えられ、こうした活動を通して、その地域での支え合いの仕組

みができ上がっていくものと考えております。 

 こうした町民の皆さまの主体的な活動が地域を活性化させ、地域のきずなを醸成し、自

立した地域づくりを実現させるものであります。 

 そのために今回とういんボランティア市民活動支援センターを社協から行政に移すこと

で機能強化を図り、さらなる支援を行って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を申し上げます。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございました。 



 とういんボランティア市民活動センターの一員でもある私ですけど、昨年度、町民課へ管

轄が移りましてからも、そういうのがきちっと見えてこなかったから質問したんですけど、

少しわかりました。 

 毎月、運営委員会が開かれているということでしたが、これには役場としてきちっと出席

されているわけですか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   お答えをいたします。 

 運営委員会の開催された折りは、町民から担当の係もございますので、会議の場には

参加をさせていただいております。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 この３月９日のイオンモール東員店の歌舞伎コートコーナーで、東員わくわくフェスタも開

かれたんですけど、開かれたことによって今まで知らなかった部分の層が知る、こういうボ

ランティアの団体があるんだということがわかったと思います。これは結果的によかったの

かなと思います。少子高齢化とか独居老人が増えると予想される中でも、本当に地域力

は問われています。 

 また、災害時などでの要援護者への救助、日常生活の中での独居老人の見守り活動な

ど、災害時の活動分野とか介護の予防分野、こういうところで組織づくりとか計画策定中

だと思われるのですが、この分野と、とういんボランティア市民活動センターとのかかわり

はいかがですか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   お答えをさせていただきます。 

 議員言われましたように、災害時とか、これからの高齢社会には本当に必要な団体であ

り、ＮＰＯさんだと思っておりますので、特に介護の面では今後もその方々に、今言われま

した見守りとかいろんな面、生活面の支援も含めてお世話いただこうとして、今準備にか

かっておりますので、その際には市民活動センターの委員会のほうにも、みんなそのこと

でご紹介もしていただいて参画していただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   そうすると、こういう分野で今そこら辺、計画策定の中で、きち

っとこういう市民活動センターの人のかかわりも含めて計画は策定中だということですか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   お答えいたします。 

 今、６期の介護保険の計画の中でも、その辺のことも整理して今度の計画策定の中に

入れておりますのですけども、その前段階として、そのような団体さんにこういう町の計画

の中に載せるまでもないですけども、こういう方向でいくということをお知らせをして理解を



賜ってから改革の中できちっと載せるかどうか、それも検証しながら行ってまいりたいので、

とりあえず切り口として、皆さんにそういうことでお知らせをさせていただくということで考え

ております。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   すると知らせていく段階であって、まだ一緒に会議をしている

というところまではいっていないということですか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   招集させていただいて、今度みんなに集まっていた

だく段取りの途中でございますので、話の内容とか結果とかは、まだ推測もできませんの

で、とりあえずそういう方向で一遍動き出して、ご協力いただけるということになれば、そ

れもまた拡大の方向に進みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   １つの組織をつくる、こちらから自分たちでやりたいことをやる

というのなら簡単にまだできるんやけど、そういう組織を通じていろんなことをつくり上げる

というのは確かに難しいとは思いますけど、そういう人たちも巻き込んだものが本当に大

事だと思いますので、よろしくお願いします。これからということなんですね。 

 それと、これもまだかもわからないんですけど、今までから地域の活動拠点となっている

自治会とか地域の老人会、そして民生委員の方たちが、いろんな地域で独居老人とか高

齢者、いろいろかかわりをやってみえるんですけど、そこら辺もこれは重要だと思うんです

けど、今から話し合う予定なのか、それは別ものなのかどうですか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   今申し上げた団体以外には、議員がおっしゃられた

自治会とか民生委員会の方も、６期の介護保険と福祉計画の策定委員会の中にも、それ

ぞれの団体の方の代表者にも入っていただいておりますので、その辺の意見もお聞きし

ながら、策定の中での議論を交えて中へ入れていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   ありがとうございます。 

 難しいと思いますけど、本当にきちっとつくり上げていってほしいなと思います。 

 それと東員町は地震による津波とかは予想されないんですけど、桑名とか木曽岬町と

か、沿岸部などからの受け入れということが、広報の防災のところでも書いてあったんで

すけど、それは行政だけでやるのか、それとも自治会とか、とういんボランティア市民活動

センターとか、そういうところもかかわっていくのか、どう考えていますか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   市民活動支援センターの中にも、防災訓練等でも

ご活躍いただいてみえますアマチュア無線とか、いろんな方がみえますので、その中で防



災当局からそのようなお話があれば、その方々のお力もかりて緊急時に備えたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   早川正総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   すみません、補足で少し説明をさせていただきます。 

 現在東員町のほうは、今、議員申されましたように、津波に対する恐れというのは余りな

いかというふうに思ってます。そのような中で、桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、２

市２町で災害を守るという部分で協働して連携をしていこうと。なかなか１町だけで災害に

対応するのは難しいということで、今、２市２町で連携をしながら協議を行っております。そ

ういった中で、ボランティアさんのほうにお願いをするケースも出てくるかもわかりません

けども、まずは現在、行政のほうで協議をさせていただいておりますので、よろしくお願い

をいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   上原議員。 

○６番（上原 君代君）   一応今のところは行政だけで、これから考えていくうちにもし

必要があれば、自治会とか、とういんボランティア市民活動センターなどへも話を持ってい

きたいと。話し合いが進んでいるわけではなくて、今のところは全然計画にはなってない、

だけどそういう方向もあるかもわからないということですね。 

 すみません、今からの時代、こういう組織は必要ですけど、それでも難しい面があると思

いますけど、側面からの援助でよりよい地域力がつくことを願っておりますので、割と今聞

いていると、まだ具体的な話し合いにまでなっていない部分が多かったのですけど、具体

的に進めていってほしいと思います。 

 それを願って今回の質問を終わります。 


