
○８番（川瀬 孝代君）   ８番、川瀬孝代でございます。通告に従いまして質問をさせて

いただきます。 

 １つ目、子育て応援メールについてです。 

 子育て応援メールは安心して出産や子育てができるように、産前・産後の赤ちゃんの様

子や子どもの成長の様子、子育てへのアドバイス、保護者の健康や食事のアドバイス、

予防接種の予定、また月齢に応じた子育て事業の紹介など、子育て世代にタイムリーな

話題や詳細な情報を提供し、配信するものです。 

 この応援メールは自治体とメールプロジェクトとの共同事業として実施されております。

対象としましては、妊娠初期から子どもが満３歳の誕生日までで、保護者などに送られる

ことができます。 

 子育て環境には、今、核家族化やコミュニティの希薄化が進んできております。その中

で子育てへの不安解消や孤立化の防止、産後うつに悩んでしまう母親や育児放棄、虐待

への予防にもつながり、子育てへの負担が軽減されるのではないかと思います。 

 町におきまして赤ちゃん訪問、また広報紙を通じての子育て支援、子育てガイドなど、実

施をしております。日ごろの子育て支援への取り組みを評価いたしますが、必要とする場

合には、自ら求めないと情報が届かないため、十分だとは言えないところもあると思いま

す。 

 子育て応援メール配信では、行政にとっても町民サービスの充実や周知率アップ、また

行政からの連絡が届きやすいなど、効果があると考えております。 

 若い世代はスマートフォン、携帯電話での情報収集が現在主流になっております。手軽

に利用できることがとてもよいということです。さらなる子育て支援を充実させるために、子

育て応援メールの配信の導入を求めたいと思います。 

 お考えをお聞きいたします。 

○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）   川瀬議員の子育て応援メールについて、ご質問に

お答えをいたします。 

 子育て家庭を取り巻く環境は、核家族化と地域コミュニティの希薄化から、孤立感を感じ

られると言われています。孤立した子育てや育児不安により、産後の女性のうち１０％か

ら１５％が産後うつ状態に陥ると言われております。 

 そこで、本町の子育て支援といたしましては、保健師を中心として、初妊婦宅を訪問させ

ていただく妊婦訪問事業、妊婦の方だけでなく、パートナーの方にも参加いただけるマタ

ニティー教室の開催、出産後に全戸訪問させていただく乳児家庭全戸訪問事業などを、

町母子保健推進員の協力のもと実施させていただいております。 

 また、発育や発達、栄養などの心配事を相談いただける育児相談の開催や、電話等に

より随時相談等を行い、妊娠期から乳幼児期の子育ての悩みや不安の解消に努めてい

るところでございます。 



 ご提案いただきました「子育て応援メール」は、妊娠初期から３歳までの成長に合わせた

時期にメール配信し、子育て支援の一助として、都市部を中心に導入されていると聞いて

おります。 

 今年度、本町における現在までの３歳児は２２５名、２歳児は２２１名、１歳児は１９４名、

０歳児は２５名、そして現在妊娠されている方が９３名、合計で７５８名ですが、幸いにも本

町はまだまだ都市化も進んでいないことから、直にお父さん、お母さんと保健師をはじめ、

子育て支援にかかわる職員との顔の見える関係づくりを大切にしております。 

 引き続き十分な子育て支援が行えるよう、妊娠期から出産期、育児までの子育てにおい

て保健師や母子保健推進員、地域の皆さんのご協力のもと、さまざまな教室や事業を行

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よろしくお願い申し上げます。 

○議長（木村 宗朝君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   部長よりご答弁をいただきました。 

 応援メールの部分は、最近ですけれども、各自治体で取り扱われているという部分なん

ですが、まだまだ発信状況はそんなにたくさんはございません。 

 ただ、この応援メールの場合、私が思うのには子どもの予防接種、この部分というのは

定期接種か任意接種か、２つに分かれてあるんですけれども、大変接種の数が多くござ

います。また、子どもの体調が悪かったりすると、その時期に打てないこともあります。ま

た、そういう部分の漏れを防ぐためにも、ぜひこの予防接種の部分だけでも配信をしてい

ただくとよいのではないかということを思っております。 

 また、この秋には水疱瘡が定期接種化になります。さまざまな部分で子育ても大変幅が

広いですし、そしてまた、先ほど部長が答弁いただいたように、東員町は本当にきめ細や

かな子育ての応援をしているというのも私はよく存じております。 

 しかし、複雑化していく部分では、やはり少しでもこういうことも取り入れながら、なおか

つ子育て支援を充実していくということも必要ではないかと思いますので、よく行政のほう

で言われている、研究をしていくという部分で、ぜひ担当課のほうで研究を進めていって

いただきたいなと思います。 

 では、次の２つ目の質問に移らせていただきます。 

 ２つ目、デジタル教科書についてです。 

 発達障がいなどで文字を認識することに困難のある児童生徒のためのマルチメディア

デイジー教科書があります。この質問は以前、私もさせていただいておるところですが、今

回またもう一歩前へ向かってということで質問をさせていただくことにいたしました。 

 視覚や聴覚に問題ないのに読み書きが困難な症状を持っている、ディスレクシア、その

障がいに対して文部科学省は配布対象を児童生徒本人のみに限定しておりましたが、指

導する教員への配布もできるようになりました。少しずつですが、このデイジー教科書の

部分が進んできております。 



 デイジー教科書は、通常教科書の内容をパソコンを活用して音声や文字で同時に再生

できるようにしたものです。ボランティア団体などが文部科学省から入手した教科書の電

子データをもとに作成し、公益財団法人、日本障がい者リハビリテーション協会を通じて

普及されているところでございます。 

 文部科学省の調査では、ディスレクシアの児童生徒は通常学級在籍者の２．５％を占め

ているとされています。本町での発達支援室での取り組みで、発達障がいの現状が今見

えてきているところだと思っております。 

 また、発達障がいの児童生徒が増えていることも考えますと、このような不器用な部分

をどう改善してあげるのか、授業の工夫しかないのではないかと私は考えます。 

 マルチメディアデイジー教科書の活用は有効であり、必要であると思います。対象にす

る児童が今のところ見えてない、その可能性もあるかもしれませんけれども、今後の対応、

そしてまた、このことについてのお考えをお聞きいたします。 

 ご答弁をお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   川瀬議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、繰り返しになりますけれども、デイジー教科書とは何かということのご説明をさせ

ていただきます。 

 デイジー教科書とは、通常の教科書の内容をパソコンやタブレット等で音声を聞きなが

ら同時に文字や絵を見ることができるようにしたものであります。このソフトがデイジー教

科書でボランティア団体の協力で作成されており、日本リハビリテーション協会から提供を

受け、個人で活用するものであります。通常の教科書では読むことが困難な児童・生徒に

とって、デイジー教科書での個別の予習や反復練習が有効であり、一定の成果が報告を

されているとのことであります。 

 続いてデジタル教科書とは何かについて、少しご説明をさせていただきます。 

 デイジー教科書は個人向けのものであるのに対し、デジタル教科書は通常の教科書の

そのままを音声や効果音と共にデジタル化したものであり、電子黒板等で拡大して通常

の授業で活用できるようにしたもので、教科書会社から購入し、教室で使用しております。 

 デジタル教科書の利点としては、電子黒板等で使用し、大きな画面で視覚に訴えること

ができますので、どこを指しているのかがわかりやすく、子どもたちが集中しやすい、音声

や効果音と共に視聴覚で効果的に楽しく学べるといったことが挙げられます。 

 具体的には漢字の筆順練習をはじめ、音読の練習時に、どこを読んでいるかを明示さ

れること、挿絵などを効果的に活用できるなどを生かし、通常の授業に組み入れることで

有効に活用できると思っております。 

 私どもは特別支援が必要な子どもにわかりやすく、やさしい授業は、だれにとってもやさ

しく効果的な授業であると考えております。その観点から教科書の本文が提示され、視覚

に訴え、音声が読み上げられるデジタル教科書の授業での活用が有効であると考え、東



員町では平成２３年度より順次導入を始め、平成２５年度に町内小学校全学年の国語、

中学校英語に導入させていただき、各校で活用をさせていただいております。 

 導入に当たっては東員町で使用している国語教科書の出版社から講師を招き、教員対

象の研修会を開催し、効果的な利用方法を研修していただきました。 

 デイジー教科書については、デイジー教科書を提供している日本リハビリテーション協

会によりますと、平成２６年度５月２６日現在の三重県でのデイジー教科書の利用生徒数

は８人となっております。 

 現在東員町ではデイジー教科書の要望はありませんが、読むことが困難な児童への支

援の有効な手段として、使用するために必要なタブレット等の条件整備を含め、引き続き

研究していき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にお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   教育長より答弁をいただきました。 

 また、研究をしていくということですので、その部分はお願いをしたいところですが、実は

この電子黒板を使用しての、だれもがわかりやすい授業への取り組みというのは、本当に

先生方の思いやりのある教育への意欲のあらわれだと思いますので、高く評価をしてま

いりたいと思います。 

 私はこのデイジー教科書の部分で、デジタル教科書とデイジー教科書は違うというふう

にご説明があったかとは思いますが、そのデジタル教科書の中にデイジー教科書をという

ことで、今回は質問をさせていただいております。 

 ５月にデイジー教科書を活用しています津市内の小学校を視察してまいりました。津市

では３校が活用しているというお話でした。この学校では、普通学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨ

Ｄなどの発達につまずきのある児童生徒が学習や生活上の困難を改善、克服するため

の特別な指導を受ける、そういう部分では取り組んでいる市町がたくさん出てきています

通級指導教室ですね、そこで授業が行われておりました。また、通級指導教室でパソコン

を１台置いて、そこでデイジー教科書を学んでおります。特別支援教育コーディネータであ

る通級指導員が一対一で丁寧にかかわっておりました。 

 通級に通っていましたＨ君は、ＡＤＨＤとＬＤを持っている児童です。１年生から通級に通

い、４年生からデイジー教科書で学習をいたしました。現在６年生に進級しております。こ

の６年生になった時点で普通学級で授業を受けるようになりました。多動も落ちつき自信

がついたと語っておりました。 

 文字を覚えようとしても覚えられない、だから書くことが苦手、本人にとってはつらいこと

だと思います。百遍書いていらっしゃいと言われても百遍書いてもわからない。本当にそ

れは本人でないとわからないと思います。グレーゾーンの部分とは違って、ディスレクシア

の場合ははっきりとわかると言われております。きめ細やかな支援が必要ではないかと思

うし、それと同時にきめ細やかな支援ができるのではないかと思います。 



 この通級指導室への取り組みについては、東員町としてはどのようにお考えでしょうか、

お伺いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 それぞれの学校には特別支援学級ということが認められております。そしてまた、普通

学級に在籍し、そこにいるお子さんの中で何か苦手な教科とか、こういうことができないと

いうお子さんに対しては、それぞれの特別支援学級のところに来ていただいて通級指導

等も現在行っております。 

 以上でございます。 

○議長（木村 宗朝君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   なぜ私がこの質問をするかと言いますと、やはり発達支援室

が立ち上がった限りは、そこからさまざまな障がいが見えてくると思います。発達障がい

の場合はＩＱが普通で、そしてやっぱりどこかちょっと難しい、気になる、そういう障がいも

大変多ございます。 

 私は津市の小学校を訪問した時に、一人一人に光を当てて、そこでその子たちが生きて

いく、その方向性を見つけてあげる、自信を持たせてあげる、困ったなと、でもこういう支

援があれば、その子は困らずに前へ進んでいけるという、そのようなことを感じてまいりま

した。 

 児童生徒への、障がいの状態に応じた支援が必要になってくると思うんですね。それと

同時に成長していく段階で障がいを自ら理解をし、そして自分の得意・不得意を自覚させ

ていくという指導も必要ではないかということを感じました。そのためには専門的な研修も

必要ですし、指導方法など、欠かすことができないと思います。 

 デイジー教科書は、現在インターネットを通じて児童生徒の名前で申し込みが可能にな

りました。教科書のデータは無償です。ネット配信をしておりますので、大変使いやすくな

ったと校長先生はおっしゃってみえました。教育委員会でも十分活用できるというお話もあ

りました。途切れのない支援の中で取り組んでいく、これも一つの方法ではないかと私は

考えております。 

 教育には本当に一生懸命取り組んでいる東員町、私も誇らしく思っている一人でありま

す。教育こそ力だと思います。教育で全てが決まると私は信じております。教育力で希望

を持って、そして生きていく力を引き出してあげる、伸ばして、また学ぶ喜びをつないでいく、

そして子どもたちが本当に未来に向かって頑張っていってほしい、そのように私は願って

おります。 

 さてこのＨ君ですけれど、本当に誇らしそうに６年生のクラスにおられます。それまでは

動きまくって全く授業にもならないという現状のお話も伺いました。特にここの学校は、特

別支援のために先生の研修を十分されているところです。そしてまた、県とか津市内のそ

ういう研修に一生懸命努力をしていらっしゃる、その先生が当たってみえました。 



 ある意味、落ちこぼれというと言葉は悪いですけれども、一生懸命やろうかと思っても脳

の障がいによって前に向かうことができない、きっとそう思っている子どもも東員町の中に

は私はいると思います。どうかそういう子どもたちにもしっかりと手を差し延べて、そして学

ぶことの楽しさ、本当に本が読めるようになってうれしい、字が書けるようになってうれしい

という、そのような声が聞けるように、今後とも教育委員会のほうで取り組みをしていただ

きたいと思います。 

 また研究をしていただくということですので、後日、またそのお返事も伺いたいなと、その

ように思っております。今のところ研究段階ですので、これ以上答弁を求めることはできな

いと思いますので、またどうぞよろしくお願いをいたします。 

 ３点目の質問に入ります。 

 ３つ目としまして、地域包括ケアシステムの構築についてということです。 

 地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で、介護・医療をはじめ住まいや

生活支援などのサービスを一体的に受けられるようにする制度でございます。 

 団塊の世代が７５歳以上となり、高齢化のピークを迎える２０２５年以降を見据えて、そ

れぞれの地域で必要な高齢者ケアを完結できる仕組みを目指しております。 

 内閣府の平成２５年度高齢社会白書では、２０１２年の総人口に対する７５歳以上の割

合が１１．９％であるのに対して、２０２５年では１８％になると言われております。また、ひ

とり暮らしの高齢者が高齢者人口に占める割合は、２０１０年で男性は１１．１％、女性は

２０．３％となりますが、２０２５年度では男性は１４．６％、女性は２２．６％に増加をすると

予想されております。 

 このように高齢化が進む一方で、社会保障費の見直しや介護の担い手不足が予想され

ております。 

 厚生労働省の調査では、介護が必要になった場合、７．４割が自宅での介護を希望して

おり、医療に対しても６割の国民が自宅での療養を望んでおります。さらに自立して健康

に暮らすことができるように、健康寿命に大きな関心を現在集めております。その中で、で

きる限り住み慣れた地域で人生の最後まで尊厳を持って自分らしい生活ができるようにし

たい、このことが一番重要ではないかと思います。 

 地域包括ケアシステムの構築には、地域の関係機関との連携体制、また在宅医療の提

供体制の整備、介護予防の充実、関係分野への人材確保など、取り組まなければならな

い課題がたくさんあります。さらに介護とリハビリ、医療と看護、保健と予防、福祉と生活

支援、住まいと住まい方、この役割に基づいて連携し、在宅の生活を支えていく、それに

加えて本人と家族の選択と心構えも必要になります。 

 急速に進む高齢化の社会に対して、それに伴い、地域資源にも大きく地域差が挙げら

れてくると思います。また地域の実情や特性に合った仕組みづくりを構築していかなけれ

ばなりません。本町としての取り組み状況、また今抱えている課題、そしてまた今後の計

画はどのようでしょうか、考えをお聞きいたします。 



 答弁を求めます。 

○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）   川瀬議員から３点目の地域包括ケアシステムの構

築について、ご質問にお答えをいたします。 

 高齢化が進む中、だれもが住み慣れた地域で、その人らしい生活を継続することができ

るよう、保健・医療・福祉・介護の関係機関等が連携・協力して、地域における包括的なケ

アを推進することが求められております。 

 本町におきましては、平成２６年５月末現在で７５歳以上の高齢者数が２，３７４人で、総

人口に対する割合は９．２％と、比較的低い状況となっておりますが、平成４７年のピーク

時では、７５歳以上の人口が５，２０８人、割合は２４．３％と、約４人に１人が７５歳以上の

高齢者となることが推測されております。また、団塊の世代が７５歳に到達するといわれる

平成３７年度以降は、医療や介護の需要はさらに増加することが見込まれております。 

 このように急激に超高齢社会に向かう中、高齢者が重度な要介護状態になっても、住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予

防・生活支援・住まいが一体的に提供される仕組みづくり、いわゆる地域包括ケアシステ

ムの構築は必要不可欠となります。 

 特に医療と介護の部分におきましてはそれぞれの関係機関が連携し、在宅医療・介護

を一体的に提供できる体制を構築することが大切であり、医師会や介護事業所などと連

携を図り、多職種協働によるネットワークづくりの取り組みを推進してまいります。 

 また、予防と生活支援においては、今までのような行政サービスのみならず、ＮＰＯ、ボ

ランティア、民間企業等の多様な事業主体による支援体制づくりを進めるとともに、元気

な高齢者が生活支援の担い手として活躍されるなど、高齢者が社会的役割を持つことで

生きがいや介護予防にもつながるよう、高齢者の社会参加を一層推進してまいります。 

 今後はこのような取り組みの必要性を周知していくとともに、高齢者の方からアンケート

などにより多くの意見をいただき、地域の状況に応じた中長期的な視野に立った取り組み

を検討し、高齢者福祉計画、第６期介護保険事業計画に位置づけ、推進してまいります

ので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（木村 宗朝君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   部長より答弁をいただきました。 

 先ほど部長も述べておられましたが、厚生労働省では２０２５年に向けて３年ごとの介護

保険事業計画、その策定におきまして、この包括のケアシステムの部分を盛り込んでいく、

そういうことも言われております。 

 さて、私はこの地域包括ケアシステムが最初よくわかりませんでしたので、いろんなとこ

ろに視察・研修に行かせていただきました。中でもお隣の四日市市での意見交換会に参

加をさせていただきました。 



 四日市市では２００８年から「顔の見える連携を」を合い言葉に、地域の医師、訪問看護

師、ケアマネなどの多くの職種が連携をして在宅の高齢者を支える体制整備を進めてお

ります。在宅医療を受ける患者の情報交換が大変スムーズになって、的確なサービスを

提供できると、また在宅での見取り率が大きく上昇する効果があるということをおっしゃっ

てみえました。市と四日市医療看護大学が連携をし、またその中で潜在看護師の発掘に

取り組み、また教育の充実も進めていっておられました。 

 看護や介護を地域の中で行っていく場合、女性とか雇用の受け皿にすることも大変大

事な部分ではないかなということを感じました。東員町ではこの点については何かお考え

があるでしょうか、答弁を求めます。 

○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。 

 議員おっしゃられますように、医療・介護というのは、いろんな方との連携が大変重要と

考えておりますので、昨年からですけども、いなべ市のほうと一緒に共同で、いなべ医師

会や在宅医療にかかわる多くの医療機関、また多職種の方々と連携をとって勉強会をま

ずはさせていただきまして、新年度に向けて新しい体制づくりとして、在宅医療多職種連

携推進会議を立ち上げさせていただきまして、いなべ市ともに参画させていただくようにな

っております。 

 まだまだこれから議論を進めていくわけですけども、その中でいろんな形で先ほどご答

弁をさせていただいたように、ＮＰＯさんとかボランティアさんに手助けをしていただかない

とならない部分が多ございます。特に生活支援の部分については多くなってくると思いま

すので、今後計画の中に特に医療・介護、その辺も重要な部分ですので、議論の中で策

定の中に盛り込んで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）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   大変時間のかかることだと思いますけど、ぜひいなべ市と共

同でシステムづくりをしていただきたいと思います。 

 次に、この地域包括ケアシステムの構築には、先ほど部長も述べていられたように、さ

まざまな支援団体、またＮＰＯ、そういう人たちの部分も大変重要になってまいります。 

 そこで社会的企業の存在も大変重要ではないかということで、ここのところにも私は視察

研修に行かせていただきました。ある意味、意見交換も大変長い時間させていただいたと

ころでございます。 

 そこは尾鷲市にある地域密着型の福祉サービスを提供するＮＰＯ法人であります。ここ

の代表とのさまざまな意見交換をさせていただきました。このＮＰＯは有償ボランティアで

市の補助は受けておりません。３０分４００円で、ニーズにこたえて支援をしていくという、

そこからスタートをしたということです。 

 高齢化率は尾鷲市は４０％に迫る状況です。ほとんどが高齢者、本当に若者がいないと

いう嘆きもされておりましたが、在宅介護を支援する訪問看護、介護、通所介護など、さま



ざまな支援をしながら、なおかつサ高住の運営なども生活支援の地域の課題として解決

することに向けてサービス雇用を生み出し、３６５日２４時間体制の在宅ケアシステムを確

立しておりました。 

 若い４０代の代表なんですけれども、大変バイタリティがあって、そしてこの人のモットー

は困っている人をほっておけない、そういう心からの行動、そしてお金は後からついてくる

んですという、そのようなお話もされていました。 

 ここは３施設で、１０代後半から７０代の２４０人のスタッフがやりがいを持って活動をさ

れておりました。１０代で高校をやめ、ぶらぶらしていた、その若者に声をかけ、一緒に仕

事をやってみないか、働いてみないか、お金も入るんだよという、そのようなことを言いな

がら、一人一人１０代の若者を集めてきたということです。その１０代の若者たちは、いわ

ば市から見ればのけ者と言うと言葉が悪いですけれども、そのような状況の中、その若い

青年たちが楽しいです、やりがいがあります、そのようなことをおっしゃってみえました。 

 私はこのＮＰＯを見た時に、住み慣れた地域で安心して暮らせることを成功させている

一つのモデルであると思いました。さてそれが東員町にマッチするかというと、全く町の状

況は違います。このとおりにいくということも考えられませんし、さまざまであると思います。

これこそ本当に地域が持っている資源、そしてまた、地域のさまざまな差が出てくるところ

ではないかとも思っております。どこまでも相手に寄り添って支援をしていく、その姿勢が

ありました。 

 ＮＰＯ法人などに協力を依頼してやっていく場合、やはりそういうところも掘り起こしが大

変重要ではないかと私は思います。本町においても、この人材の掘り起こしに取り組むこ

とや、また日常生活においてのニーズの調査が必要であると思います。先ほど部長は、

そういうこともこれから踏まえて実施をしていくというお話がありました。大変それを望んで

いるところでございます。 

 また、生活支援コーディネータなどの配置、そのことについては東員町としてはどのよう

にお考えでしょうか。またそういうことに対して研修をしていく、人を募っていく、そのような

お考えがあるのか、その点についてお伺いいたします。 

○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。 

 先ほど議員おっしゃるように、生活支援や介護予防を行っていくのには地域資源の発掘、

またその方々にお世話にならないと、とてもやないけど支援が難しくなってくると思ってお

りますので、まず本当に地域で共助・互助をしていただく団体を調査と言いますか、調べさ

せていただいて、また先ほども上原議員にお答えさせていただいたとおり、市民活動支援

センターにも協力をいただいて、ＮＰＯの発掘やら、その方々に立ち上がっていただいて、

さっきの事例にもありましたように、尾鷲市みたいなことができれば一番いいと考えており

ます。 



 生活支援サービスコーディネータというお話が出ましたけども、今度の制度改正で、そう

いうものを置くべきということになっておりますけど、まだちょっと具体的なことまでは議論

に至っておりませんので、今後そういうことも含めて、ボランティア地域支援の発掘に努め

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）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   次に包括ケアシステムのことですけれども、この中で認知症

高齢者への対応も考えていかなくてはいけない部分があるかと思います。自治体の取り

組みとしましては、認知症対策の充実が大変重要になってまいります。国が示しています

認知症施策の方向性として位置づけられておりますオレンジプラン、ここにも地域での生

活を支える介護サービスの構築、地域での日常生活、家族の支援強化が示されていると

ころであります。 

 この５カ年計画も基本にはなるかと思いますが、それぞれ毎日ニュースで取り上げられ

ています認知症高齢者とその介護問題、徘徊症状のある方が行方不明になってしまう。

家族だけで支えることは大変難しいです。先日、東員町でも一例がございました。 

 そこで、地域住民の間でお年寄りが徘徊しても安心なまちづくりということも最近言われ

ております。そしてまた、地域で守る対策も必要になってきたなど、意識が高まっていると

思います。 

 自治体の中には、この認知症予防にさまざまな取り組みをしております。東員町も取り

組みがございますが、中でも頭の健康チェックというのをやっている自治体があります。こ

れはチェックシートを活用して、軽度の認知障がいの状態を判定する取り組みをしている

ところがあります。認知症には特効薬がございません。適切な予防で改善する可能性が

あります。 

 また、認知症の家族が集うカフェ、これは大変反響を呼んでおりまして、本当につらい、

支えていくのにどうしたらいいのかという、そのようなことをそこで話し合いながら、みんな

がわきあいあいと心の悩みを語り合い、そして、またそこで元気になっていくという、このカ

フェを開いたり、そしてまた地図上で見える化をしていくということで、支え合いマップ、そ

のようなものをつくっている自治体がございます。そのマップの場合、認知症の方を中心

にいろんなところに線を結んでいって、その方を支えていくのはだれなのかという、そうい

うゲームみたいなことをやりながら一つの地図に示していくという、その部分です。明確に

していくという部分ですね、そういうところもございます。 

 町では支援を必要としている高齢者が本町においてどのような暮らしをしているのか、

公的なサービスだけでは高齢者の生活を守ることはできないと思います。 

 子どもやまた親戚、そして近隣、隣、その人たちの助けも必ず必要になってまいります。

お互いの信頼関係を持つことが大変重要です。本町で把握してみえます認知症高齢者は

どのぐらいいらっしゃるでしょうか。もし把握をしていれば数値を教えていただきたいと思い

ます。 



 そしてまた、認知症サポーター養成講座の開講で、受講者は現在どのぐらいでしょうか。

私も初めの時に受講させていただきました。 

 そして３点目ですけれども、認知症高齢者への対応は現在どのようにされているのか、

もし具体例でもあればお示しをしていただきたいと思います。 

 担当課でも答弁は結構でございますので、よろしくお願いいたします。答弁を求めます。 

○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。 

 認知症の人々を支えるということにつきましては、介護サービスだけでなく、地域の方々

に自助・共助を最大限活用していただいて見守っていただくのが、今後大事な部分になる

と思っております。 

 町といたしましても、平成２１年度から東員病院のご協力をいただきまして、認知症地域

支援推進員を地域包括支援センターに配置させていただきまして、認知症に関する相談

窓口、東員病院とも連携しながら認知症の人とともに、支えていただいております家族の

方にもご支援をさせていただいております。 

 議員もご紹介いただきましたけど、認知症サポーター養成講座を小学生から高齢者まで

広く積極的に開催し、認知症にやさしいまちづくりを推進してまいりたいと。今後につきま

しても、まだまだ学校等を訪問させていただきまして普及に努めていきたいと思います。 

 今後、高齢者が急速に、特に団塊の世代があと１０年たつと７５歳を迎えますので、ひと

り暮らしの高齢者に対する地域の見守り等、先ほども申しましたが、地域資源の発掘をさ

せていただいて、特に見守り等に力を入れていただきたいと思います。 

 認知症の方の人数、ちょっと今手元にございませんので、また後ほどお知らせさせてい

ただきます。 

○議長（木村 宗朝君）   川瀬議員。 

○８番（川瀬 孝代君）   ありがとうございました。 

 ある意味、東員病院が国の指定になっているという部分では大変力強い部分があるの

ではないかと思いますし、この認知症サポーター養成講座も早くに東員町は取り組みをし

ております。その部分は大変評価をいたすところです。 

 しかし先日もありましたように、本当にふと出て行ってしまう。ご本人は何かを思いなが

ら外へ出るんでしょうけれども、歩いている段階でもう忘れてしまっているという。私も先日、

認知症を理解するために、ある研修に参加をしてまいりました。１時間足らずの研修だっ

たんですけれども、認知症の人に対しては怒ってはいけないよ、本当にどこまでも寄り添

って本人を尊重してあげるんだという、そのようなお話を最後にされておりました。 

 そんなことを思うと、なかなかやはり私たちはどっちかというと、身近なところにも認知症

の方がいらっしゃるんですけれども、同じことを繰り返すものですから途中で怒ってしまう

とか、そういうことがございます。こういう一つ一つの対応ですね、そういうことも、またしっ

かりと周知をしていくことが大事ではないかと思います。 



 ある自治体では、認知症の方が徘徊をされる、その状況を自分たちが歩いてみたと。歩

いてそこを見ながら、ああこういうことがあるんだ、だからこういうところで例えば裸足で歩

いている、女性だったらバックを持ったりするんですけどそれもない。洋服も見るからに、

ちょっと大丈夫かなというような、そういう方にはどうやって声をかけるか。そういう人たち

には声かけをしていかないと未然に防ぐことができないという、そのようなお話もありまし

た。そういう部分は日頃から身につけてないと、なかなか現実に発揮することはできない

と思います。 

 さらにこの認知症に対しては、本町としてもしっかりと取り組みをしていただきたい、そし

てまた、地域の協力を得るためには、地域でどうしたらいいかというのも今後話し合いをし

ていただいて、そしてある形をつくっていっていただきたいなということを私は望むところで

す。 

 さて、この構築に当たりましては医師会の協力が必要です。もちろん、いなべ市医師会

との協力になるかとは思いますが、自治体の役割も大変重要です。町としては連携のか

なめにはなりますけれども、実際のサービス提供はなかなか町はできません。地域包括

支援センターの機能強化や社会福祉協議会の役割はどうあるべきか、こういうところも今

後問われてくるのは間違いないと思います。地域共同体、コミュニティですよね、その互助

をどのようにしていくのか、これも一つの課題だと思います。自治会にしっかり声をかけて

いくのか、自治会どまりで、なかなかお一人お一人の家庭には声はかからない、そういう

場合もあるかもしれません。大きく活動を広げていく、そのことが大事ではないかと思いま

す。 

 そしてまた、このシステムにはさまざまな団体、先ほども述べました事業所、そういうとこ

ろとの連携をもって地域で高齢者を支える、そういう試みでもあると思います。時間がか

かりますが、丁寧に医療・介護・行政が連携するためには、先ほど部長が教えてください

ました、そういう連携会議もさらにスタートをしているということですので、大変安心したとこ

ろです。こういう会議をしっかり会議の中で取り組んでいただいて、考えを出し合っていた

だいて、そしてお年寄りになっても東員町で安心して暮らしていける、そのようなまちづくり

になりますように、今後とも期待をしてまいりたいと思います。 

 さらに私もこのケアシステムについてはまだまだ勉強不足でございますので、しっかりと

勉強をして、そしてまた、よりよいものがあればそういうものを提案しながら、東員町のま

ちづくりの一環として高齢者を支えるその仕組みとして努力をしてまいりたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○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）   先ほどちょっとご答弁させていただけなかった部分

で、町内の認知症の方の人数ですけども、認知症の方が６３９名、予備軍といいますか、

その方が７９６名で１，４３５名の方が認知症となられております。 



 そしてまた、認知症サポーター養成講座の中で、今までサポーター養成で２，８７１人、メ

イトで６０人、合わせて２，９３１人の方が受講されておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 


