
○１４番（大崎 潤子君）   おはようございます。日本共産党の大崎潤子でございます。 

 今６月議会におきまして、機構改革と人事異動について、２点目は介護保険について、

３点目は環境についての３点を質問をいたします。 

 明解な答弁をよろしくお願いをいたします。 

 まず最初に機構改革と人事異動についてであります。 

 昨日も同僚議員から質問がありました。重複するところがあると思いますが、よろしくお

願いをいたしたいと思います。 

 町長就任後、毎年のように課や係、職員の異動が行われました。この４月にも課長・係

長クラスの大幅な異動があったと思います。 

 昨日の答弁の中には、係があっても長がいなかったり、チームとして仕事ができなかっ

たなどの問題があったので改革や職員の異動を実施した、今年については異論がなかっ

た、このような答弁があったと思います。機構改革や職員の異動についての意図は何でし

ょうか。そして町長が考える職員像とはどのようなものでしょうか。また、メリットは何です

か。 

 次に昨日、職員の異動は３年から５年の周期で、また職員の希望はどうかなども考慮し

ながら異動を実施した、そういう答弁もございました。短期間での異動となれば、自らの専

門能力を生かすことや、仕事を徹底して習得することは大変だと思います。もちろん、いろ

いろな分野のことを学ばなければならないことは承知しております。町長就任から課や係

の新設、役職の変更などがありました。職員の質の向上や町民サービスへの影響を心配

をいたしますが、どうでしょうか。 

 町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   機構改革についてのご質問にお答えをいたします。 

 役場の組織機構につきましては、少子高齢化などの社会情勢や住民ニーズに対応する

ため、柔軟で横断的な業務執行ができるよう配慮した機構へと変えさせていただきまし

た。 

 特に歳入減少時代となり、財政課を設置したことにより、安定した財政運営が可能となり

ます。レビュー方式を導入し、重要施策と事業の実施に向けた課題の検討を明確にする

こともできたと考えております。また、発達支援室の設置により、支援を必要とする子ども

に対して、早い時期に必要な支援ができるようになっております。 

 また、人事異動に関しましては、人材育成の観点から職務のローテーションを約３年か

ら５年の期間で定期的に行い、職員の能力開発を行うとともに、後継者の育成を図るため

の人心の刷新を図っております。 

 職員の配置につきましては、職員個人の異動希望に加え、所属長の人員要望ヒヤリン

グを行った後に、適正な人員配置に努めておりますが、この数年は定年等の退職者も多



く、国の制度改正に対応するための配置変えなど、議員ご指摘のとおり、短期間での異

動となった職員もございます。 

 また、育児休業や病気による休職者の欠員補充への対応により、やむを得ず人事異動

を行う場合もございます。このような場合、職員の業務知識の習得と業務遂行能力の向

上のため、今年度より実務研修の充実を図っておりまして、住民サービス低下を招かない

ような対策に努めております。 

 今後は豊富な知識や経験を持つ職員の退職が増える時期が続きますことから、業務遂

行に影響を及ぼさないよう、再任用制度も活用しながら運営をしてまいりたいというふうに

思っております。 

 今後も時代とニーズに対応した組織機構改革と適材適所の人事管理により、住民サー

ビスの向上に努めてまいりますので、よろしく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）   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。 

 町長の答弁の中で、私自身も発達支援室をつくっていただいたことは非常によかったな

というふうには思っております。適材適所、これはとても大切なことだというふうには思うわ

けです。 

 課によっては細分化をされた課もありまして、利点もあるというふうには思いますが、小

さな町でありますので、細分化がいいのかどうなのかというところは、やはり議論が必要

かなというふうに思います。 

 そして何よりもやはり、東員町としてはチームとして取り組むこと、お互いの仕事を理解

してお互いが見るようにする、そういうことが少し欠けていたように私は思います。 

 仕事の専門性を身につけるだけでなくて、仕事と地域社会とのかかわり、そういうことで

広い視野でいろんなことを学んでいただく、そういう職員を町民は期待しているというふう

に思いますが、そういう点についてどうお考えなのか。 

 というのはここ再三再四、議会の場で議員から説明不足、あるいは資料不足、そういう

ことが何度も、提案ではないけど申し上げているのはご存じだというふうに思います。 

 やはりこういうところもきちっと改善をしていただく、そのためには私は思うんです。本当

にその課でチームワークがとれているのか。部下と課長、係長、部長、どういう連携で、そ

の問題について真剣に取り組んでいらっしゃるのか。たくさんの目で見れば、こういうこと

は解決がすぐ見つかるというふうに思うんですよね。もうチャッチャッと、言葉が悪いんで

すけれど、そういう形で資料が流れていって、議員の手元に着いて、議員の指摘があって

初めてわかる。そういうことがあっては私はならないというふうに思います。 

 もちろん、小さなミスがわかってすぐ対応していただければ、それはそれで済むというふ

うには思います。だけど残念ながらそういうことが何度もあったので、だから私は職員の

質の向上とか、余りにも短期間でこういう異動があったから、そういうところにこういう弊害



が出ているのではないのかな。それがすごく心配で、今回こういうような質問を組み立てさ

せていただきました。 

 町長、答弁をお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ここの役場というのは、今まで組織の形というか、決まりとし

て昨日も答弁させていただいたと思うんですが、自分の仕事、この自分の決められた仕事

をやっていればそれでいいということになっていたんですよ。それ以外のことはやらなくて

いいというかね。あなたの仕事はこの部、この課、この係のこれですよということになって

いたということで、例えばお隣が忙しくても手伝わなくてもいいということになっていたんで

す、これは制度的に。 

 そこを、それじゃあいけないだろうと。今おっしゃいましたように、役場の組織というのは

チームで、そして組織として動かないと、僕は機能しないというふうに思ってますので、組

織として機能する、それから集団として仕事をしていくという形に変えさせていただきまし

た。それがなかなかまだ定着していないというふうに感じているのかなと思うんですが。 

 ただ、今まで何十年とずっと来た制度ですから、１年２年ですぐに変わるということは、職

員一生懸命やってもらっていますが、そういうこともあるのかなというふうなことを思ってま

して、これが定着してくれば組織として動くということができるというふうに思ってます。 

 もう１つ、東員町というのは１万人ぐらいの人口がいきなり倍以上に増えて、そして役場

もそれに対応すべく人数を増やすということになるわけですけども、それがなかなか追い

つかない状況があった中で、ある時、人員整理というか、国からのお達しで、職員の人数

制限をしなさいよということで少なくしたわけですよ。 

 実際、国からは今どんどん小さい町にでも仕事は下りてきてます。そして人数が増やせ

ないよというようなことを国は言ってくるわけですよ。僕は非常に理不尽だと思ってるんで

すが、そのことに我々この小さい、そして少ない人数で対応していかなければならないと

いうことで、職員も腹をくくって一生懸命今やっていただいてます。多少皆さまにご迷惑を

かけたということもあると思いますけども、職員の思いというのは、ぜひ皆さんもくみとって

いただきたい。決して手を抜いているわけではなくて、一生懸命町民の皆さんのためにや

っているということはご理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   私も決して職員の皆さんがサボるというと言葉が変ですけれ

ど、そういうふうには思っておりません。課によっては、本当に一生懸命頑張っていらっし

ゃる、そういうことは評価しながらも、なかなか実にならない分もありまして、先ほど町長の

答弁の中で、今年度からチーム的な角度から頑張ってまいりたいので、その成果があら

われるのは今年なのか来年なのか、ちょっと時間はかかるから、その辺は大きく見てくだ

さいということでしたので、大きく見ながらも、どうしても指摘しなければいけないときには、

きちっと指摘をしていかなければいけないのかなというふうなことを今思っております。 



 そして人事異動によって業務が振り出しに戻らないようにするためには、どういう工夫を

してらっしゃるのか、ちょっと総務部長にお願いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   早川総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   人事異動につきましては、先ほども申し上げましたように、

３年から５年を目処にさせていただいております。当然、人事異動が行われた場合は、事

務の引き継ぎというものを詳細に行っております。事務が停滞をしないように引き継ぎの

ほうをさせていただいているところでございますし、各課につきましても、事務マニュアルと

いうものも持っておりまして、すぐ対応ができるようなことをさせていただいております。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   マニュアルに沿って行っているので、業務での不備がないよ

うにしていきたいということをおっしゃっておりましたので、そういうことがないというふうに

思いますので、きちっと進めていただきたいというふうに思います。 

 それと昨日６月８日ですけれど、笹尾西１丁目で防災訓練がありました。この時に危機

管理課のほうの職員さんはみえておりましたけれど、多分途中からの参加であったという

ふうに思います。自治会活動として、安全・安心のまちづくりに努力をしている、そして車

いすの方もご夫婦で参加をなさっておりました。 

 やはり職員の方が開会から出向いていらっしゃって、せっかくいいチャンスじゃないです

か、町民の皆さんに町のことをきちっとお伝えをする、家具転倒防止、こんなことに協力を

してください、あるいは今、防災のほうでこんなことに取り組んでいます、そういうことを訴

えるいいチャンスだったというふうに私は思いますが、結果的には職員の方おみえになっ

て、いつお帰りになったか、ちょっと定かではないのですけれど、住民と地域が一体となっ

て安全・安心のまちづくりに取り組んでいかなければならないというふうに思いますが、そ

ういう組み立てといいましょうか、いろんな会合があったときに、行政として、トップとは言

いませんが、課長なり、出かけていって、きちっと行政の様子をお知らせをする、そして協

力をしてください、こういうまちづくりというか、そういう姿勢になっていただきたいというふう

に思うんですけれど、そういうことについて総務部長、答弁を求めます。 

○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。 

 危機管理課、防災訓練の時には各自主防災組織等と打ち合わせをさせていただいて、

それと私ども担当のほうも邪魔をさせていただきながら、させていただいているところでご

ざいますけれども、全てのところに始まりから終わりまでというと、なかなか難しいところが

若干あるところもございます。 

 日曜日、本当に多くの自治会等で実施もさせていただいておりますし、また警報であると

か、注意報の対応もさせていただいておりまして、人的な部分もあるんですけれども、なる

べくそういった場に出向き、町のお知らせをさせていただき、また家具転倒防止であると



か、そういった部分を周知をさせていただく、本当に絶好の場ですので、そういった部分は

活用させていただき、周知をさせていただくよう今後も努めていきたいと思っております。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、部長の答弁で、今後活用させていただくというのと、職員

も日曜日ということもございますので、時間外手当がついているのか、月曜日にまた逆に

その時間帯、休暇がとれるのかどうなのか、その辺は定かではないんですけれど、今一

番問題になっているといいましょうか、南海トラフの問題、東員町としての防災計画もつく

っていかなければならないし、そういう過程を踏んでいるわけですので、防災安全課が５

人か６人かいらっしゃるわけで、決して皆さんに必ず出てきてくださいではなくて、せめて

代理の方であっても最初に来て、きちっと挨拶をして、行政として訴えたいことをきちっと

訴えていただいて、その後、用事がありますのでこれでご無礼しますという方法はとれると

いうふうに思います。だからいろんな工夫次第で、行政の前向きな様子を町民は察知する

ことができるというふうに思います。 

 参加された町民の方からも、行政はこういう自主防災にはどうかかわってますかというこ

とが、お尋ねがありました。その時に私自身も分署の方と女性消防団とが県から来ていた

だいておりました。そういう時に私自身としても、町民の皆さんにきちっとしたお話をするこ

とができないわけですので、もう一度答弁をお願いいたします。 

○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。 

 危機管理課につきましては、現在４名で対応をさせていただいております。業務のほう

ですね、本当に多岐にわたっております。人的に苦しい中、今、防災については注目と申

しますか、今年度も防災計画の見直しをさせていただくという部分もございまして、職員の

ほう頑張っていただいておりますけれども、今、議員申されましたように、そういった場を

活用させていただく、これも重要な業務ですので、今現在もできる限り出席はさせていた

だいているところですけども、今後も引き続き、そういう方向で出席をさせていただきたい

というふうに思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ前向きに取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。 

 ２点目は介護保険について。 

 介護保険制度は２０００年４月から始まりました社会保険制度です。介護保険導入で一

番変わったことといえば、介護給付の負担割合をきっちりと決めたことです。導入前は国

が半分、県市町で４分の１ずつ、利用料は利用者の所得によって決まり、所得のない方

は無料の応能負担でしたが、導入後は、利用者の負担分１割を引いた残りの介護費用の

９割を国が４分の１、県市町が８分の１ずつ、町とこれまでの半分にして、４０歳以上の国



民で何と半分を負担する方式にしました。所得がなくても介護保険料を払わなければなら

ない、しかも年金からの天引きと、滞納者が生まれにくい制度をつくってしまいました。 

 いろいろな問題がある中で、来年４月には第６期事業計画がスタートいたします。厚労

省は２０２５年には団塊の世代が後期高齢者となり、国全体の介護費用は、現在の９兆円

から２１兆円になる見通し、その負担を世代間、世代内の負担の公平性を図るよう見直し

をする予定です。 

 今、国会において地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律案、総合確保推進法案が提案されています。 

 見直しの目的の１つに、介護保険制度の持続可能性の確保、政府が目指しているのは

保険財政の自助を何よりも優先させた持続可能の追及です。具体的にはさらなる給付削

減、負担増を図る４つの規律です。１は予防給付の見直し、２は特養の機能の重点化、３

は一定以上の所得者の利用者負担の見直し、４点目は補足給付の見直し。今回提案さ

れている予防給付の見直しは、要支援者のサービスの一部を本体給付そのものから切り

離すという点で、現行給付体系の大幅な改変を図るものだと思います。 

 このような国の方針を受け、第６期事業計画の策定が始まります。策定に向けて、次の

５点について伺います。 

 １点は第５期事業計画のまとめと今後策定までの流れ、また策定メンバーをお尋ねいた

します。 

 ２点目は、２０１１年６月から７月に実施した高齢者意識調査の中で、これからの高齢者

社会の到来に対して重点を置くべき点として、一般高齢者は寝たきりや認知症にならない

ための予防対策、そして居宅介護サービスの利用者は、ひとり暮らしの高齢者や高齢者

のみの世帯に対する支援などに対するニーズが高くなっています。この間の支援や取り

組みの成果について伺います。 

 ３点目は、要支援者が利用してきた訪問介護やデイサービスなどの予防給付は市町に

新しい総合事業として移管、サービスが縮小されます。市町の事業である地域支援事業

の一環とすることへの考え方をお聞きいたします。 

 ４点目はサービス付き高齢者向け住宅、町内でも笹尾東１丁目、愛和、六把野新田の

紫苑、東員病院地内のみどりとなっております。運用指針や登録基準がありますでしょう

か。 

 ５点目は東員町としての基本理念は第５期です。だれもが、いつまでも健康で安心して

暮らせるまち東員です。第５期計画として、どのように評価をされておりますでしょうか。 

 生活福祉部長の答弁を求めます。 

○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）   ２点目の介護保険についてのご質問にお答えをい

たします。 



 １点目の第６期事業計画に向けての第５期事業計画のまとめと今後の策定までの流れ

についてでございますが、第６期事業計画については、平成２６年度１年の期間で、高齢

者施策検討委員会において住民代表、医療、福祉の専門家から意見をお聞きし、策定し

てまいります。 

 また、広く住民の方の意見を反映するため、一般の高齢者と介護認定者を対象としたア

ンケート調査やパブリックコメントなどを実施してまいります。 

 策定については、第５期事業計画の評価を含めた現状の課題を分析し、第６期事業計

画の基本理念や基本目標を掲げ、制度改正事項を反映し、地域包括ケアシステムの体

制づくりを目指した中長期的な視野に立った具体的な計画を策定してまいります。 

 ２点目の、寝たきりや認知症にならないための予防、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯

に対する支援への取り組みの成果についてでございますが、寝たきりや認知症を含む介

護予防の推進を第５期の重点施策とし、地域に出向いた介護予防教室の開催や６５歳到

達者全員を対象に介護予防と介護保険勉強会などを開催するなど、高齢者の方が参加

していただきやすい介護予防事業の実施や介護予防の普及啓発に取り組みました。 

 介護予防教室などへの参加は増加傾向にあるものの、対象者数から比較しますと、ま

だまだ少ない状況にあるため、引き続き興味を持って参加していただきやすい事業内容

や開催方法を検討し、取り組んでまいります。 

 また、ひとり暮らし高齢者などに対する取り組みにつきましては、緊急通報装置の設置、

生活支援型配食サービスなど、継続して実施しておりますが、利用者数は横ばいの状況

でございますので、引き続き周知啓発を図るとともに、民生委員などの地域との連携を図

り、必要な方への支援を進めてまいります。 

 ３点目の介護予防給付の地域支援事業への移行についての考えについてでございま

すが、現在、要支援１・２の認定者にご利用いただいております「訪問介護」「通所介護」

のサービスが、平成２７年度の介護保険法の改正により、予防給付から地域支援事業に

移行されることが国から示されております。 

 この改正により、訪問介護・通所介護サービスにつきましては、専門的なサービスを必

要とする人には、引き続き既存の介護事業所などによる専門的なサービスを提供し、掃

除や洗濯、ごみ出しなどの生活支援はＮＰＯやボランティア、民間事業者などの多様な担

い手による多様なサービスを提供するなど、地域の実情に応じた取り組みが行えるものと

考えております。 

 今後は制度改正の情報を的確に把握するとともに、高齢者、とりわけ認定者のニーズを

把握し、あわせて生活支援の担い手となる地域資源の開発について検討を重ね、第６期

事業計画に位置づけて進めてまいります。 

 ４点目のサービス付き高齢者向け住宅の登録に関する運用指針や登録基準について

でございますが、サービス付き高齢者向け住宅につきましては、「高齢者の居住の安定確



保に関する法律」において基本方針や登録基準等が定められており、三重県に対し登録

が行われるものでございます。 

 ５点目の第５期計画の基本理念の評価についてでございますが、第５期につきましては、

地域包括ケアの推進を基本方針に、健康づくり、介護予防の推進を重点目標に掲げ、事

業に取り組んでおります。 

 とりわけ介護予防の推進につきましては、２点目の取り組みの成果でお答えいたしまし

たとおり、高齢者の方が参加していただきやすい事業に取り組み、認知症予防につきまし

ては、認知症への理解と適切な対応を目指した「認知症サポーター養成講座」に積極的

に取り組みました。 

 特に小学５年生を対象にした「キッズサポーター養成講座」、イオンなど、町内事業者を

対象にした講座を開催し、子どもから高齢者まで、地域全体で支えるまちづくりを目指して

まいりました。 

 評価につきましては、介護認定の状況等を見ますと、高齢化率は急激に増加しているも

のの、認定率は横ばいから減少傾向にあり、介護給付費につきましても、年々増加はして

いるものの、計画数値と比較しますと実績額が低く推移しております。このことは、介護予

防事業などの成果も一つの要因であると考えております。 

 引き続き第６期事業計画の策定段階におきまして、高齢者に対するアンケート調査や第

５期の検証を通して評価を進め、第６期事業計画に反映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）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。 

 部長答弁の中で、東員町高齢者施策検討委員会を立ち上げ、１５名の委員さんを中心

に、約１年切りますけれど、第６期の事業計画をこのメンバーの中で進めていきたいという

形をおっしゃっておりました。 

 この策定メンバーの中に、以前にもお聞きしましたけど、介護を経験なさっている方を代

表に入れたらどうかなというふうに私は考えております。逆にいえば、社協とか施設代表

の方がその声を反映をするから要らないといいましょうか、そういうことかなというふうにも

思ったりもいたしますが、国の社会保障審議会、介護保険部会では、認知症の人と家族

の会の副代表がやはり委員になって、そういう立場で発言をなさっておりますが、その件

について答弁をお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   ご答弁申し上げます。 

 さっきも委員がおっしゃいました高齢者施策検討委員会のメンバーにつきましては１５名

の方で、それぞれの専門の方、先ほどもおっしゃました施設代表の方、社協の方からのメ

ンバーで組織をさせていただいております。 



 ご質問にありましたように、その中に介護されている方等を入れてはどうかということで

すけども、アンケート調査等でも、そのような意見等もお聞きする機会もございますので、

その辺で委員のメンバーの意見以外のことを取り入れてまいりますので、もう既にスター

トさせていただいているメンバーで、とりあえず１年間はこれで検討していただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   １年間は１５名のメンバーで行いたい、アンケートの中でいろ

いろな声が出るので、それをきちっと反映をさせていきたいということをおっしゃっておりま

した。それはそれで理解をしていきたいというふうには思いますが、現実にいろんな形で

苦労をなさっていらっしゃる皆さんの介護の経験、困っていらっしゃること、そういうことをき

ちっと反映をしていただきたいというふうに思います。 

 次にお聞きしたいのは、東員町もサービス付き高齢者向け住宅というのが増えてまいり

ました。本来は老人福祉法に基づく施設、特別養護老人ホームとかケアハウスの整備の

充実が大切だというふうに思いますが、第６期の事業計画の中で、そういう位置づけはな

されるのかどうなのか、お尋ねをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   ご質問のサービス付き高齢者向け住宅につきまし

ては、国交省、厚労省が平成２３年１０月から登録をスタートされて、本町におきましても１

施設ございます。 

 今後につきましては特養の関係もございまして、待機の関係もありますので、その辺も

加味しながら、計画の中で高齢者向け住宅についても、うたうべきであれば、その辺でう

たっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   私が言っているのは、サービス付き高齢者向け住宅を建て

てくださいではありません。老人福祉法に基づく特別養護老人ホームとかケアハウス、そ

ういうことをきちっと前面に出すべきではありませんかということをお尋ねしているんです

けれど、もう一度答弁をお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   そういう施設につきましても、検討委員会の中でご

意見もちょうだいしながら進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   団地の皆さんの中にも、年金で入れる範囲の施設があった

らいいねということを常々お聞きいたしますので、東員町としても、老人福祉法に基づいた

そういう内容を折り込んだ事業計画というのも、ぜひ考慮に入れていただきたいというふう

に思うわけです。 



 今、議論されておりますけれど、介護予防給付が新しい総合事業という形になっていくと

思います。先ほど部長の答弁の中にも、生活支援についてはボランティアやＮＰＯの活用

をしていきたい、そういうようなことをおっしゃっておりまして、これからそれの受け皿といい

ましょうか、担い手づくりということをおっしゃっておりましたが、本当にボランティアの皆さ

んやＮＰＯの皆さんで認知症の初期の方や、要支援１・２の皆さんをきちっと支援する、見

ることというのは可能でしょうか。私は専門職のヘルパーさん、あるいはデイサービスに行

くことによって、それ以上進行しない、認知症の方も、きちっと対応していけば進んでいか

ないということを聞いております。 

 昨日の答弁の中でも、大変な数の予備軍も入れて認知症の方がみえますという答弁も

ございました。これからだんだん増える可能性もあるし、社会的な問題として、認知症が事

故を起こしたときの賠償を全て家族が支払う、そういう悲しい裁判の結果も出てきている

わけです。ですから、そういうときに本当にＮＰＯやボランティアの皆さんでいいのかなとい

うふうに思います。 

 そのあたり、お願いをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   このたびの制度改正で、確かにＮＰＯやボランティ

ア、民間事業者の多様な担い手に主に生活援助という話が出ておりますけども、今、議員

がおっしゃっていただいたような不安、そしてまた特に介護に携わっている家族の方やら

認知症の関係も、ＮＰＯやボランティアの方においても、その辺もまだまだ認識されてない

部分もありますので、ボランティアさんとの協議の中で、また国の新たな考え方を待つとい

いますか、その辺の仕分けがうまくできるような指示が出るまで、その辺も期待もしつつ、

今後進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、参議院で議論をしておりますので、明確に確定したもの

というのはまだ決まってはおりませんが、先ほど申しましたように、国は２０２５年問題の

中でこういう形で介護費用がなるべく少なく済むように、あの手この手を使いながら削減を

していっている、そういうのが次回の第６期の事業計画の中に網羅されることを非常に心

配をしているわけでございます。 

 ですからしっかりと、１年もありませんけれども、議論をしていただきたいし、国からの通

達、東員町に合わないものがあれば、きちっと議論をしていただいて、東員町に合った内

容にしていただきたいということをすごく感じるわけでございます。 

 せっかく地域包括支援センターを立ち上げていただいて、職員の皆さんにしっかり頑張

っていただいております。そして部長の答弁にもあったように、出かけていっていただいて、

いろんな介護についてのお話をしていただいている、あるいは６５歳になった方に対して

は、介護保険はこういうものですよという制度改正もやっていただいている、少しずつ介護



保険の内容は町民の皆さんの中に入っていく、これはとてもよいことだというふうに思いま

すので、その部分については積極的に進めていただきたいというふうに思います。 

 ですが、国としては徹底的に削減を折り込んでくる、これをやりなさい、あれをやりなさい、

お金を出さない。じゃあ国がお金を出さなくても、市町で一定部分をフォローしてもらえるよ

うな計画だって立てられるのではないかというふうに私は思うわけでございます。 

 今後は、この事業計画についてはアンケートを取りながらとかおっしゃっておりました。し

かし国の大きな方針転換でもあるし、第６期事業計画に向けて、シンポジウムとか、もう少

し何らかの角度で、いろんな形で町民の声を聞いていただいたり、行政の施策とか、第５

期ではこういうことでした、ああいうことでした、だけどこういう点が非常にまずかったです、

そういうことを発表する場というのを私は持つべきであるというふうに思いますが、そのあ

たりについてはいかがでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   今回の改正とか第６期の計画に向けての町の考え

方等につきましては、機会あるごとに何かの形でお知らせはしていかなければならないと

思っておりますので、議員がおっしゃっていただいたことも視野に入れながら検討してまい

りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今後の流れですけれど、アンケートがいつ行われて、その結

果はどういう形でスケジュール的に進んでいかれるのでしょうか。仮に検討委員会があっ

たときに傍聴は可能なのかどうなのか、そのあたりをお願いをしたいというのと、今回予防

給付の見直しですけれど、２００５年の改正で、予防重視という大きな方針を掲げて今日

まで至ってきております。それが今度は逆に予防給付の見直し、これはいかがかなと非常

に私は憤りを感じますが、そういう点についての思いというのか、見解をお聞かせくださ

い。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   高齢者福祉計画、また介護保険事業計画のロード

マップの件でございますが、アンケートにつきましては、今ちょっと素案をつくっております

ので、整い次第、発送という形をとらせていただきますのと、また検討委員会は、今の予

定では全部で４回ほど開催してまとめていただいて、それを途中の中間のところで皆さん

にお示しもさせていただこうと思っておりますし、１２月ごろにはパブリックコメントも予定を

しております。 

 そんな中で最終的に条例改正も必要になるかと思いますので、その辺については３月

議会のほうでお世話になろうかと考えております。 

 そして国のほうで、以前の考え方から相当な変更も出てきますけども、今のところ、まだ

まだ国のほうからも通達や指示も出てきておりませんので、出てき次第、町の考え方、ま



た検討委員会のほうで検討をいただきながら進めてまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、検討委員会は４回ぐらい予定をしている、そして１２月ぐ

らいにパブリックコメントということをおっしゃっておりまして、来年の３月議会のときに条例

改正、流れはよくわかりました。 

 とても大切なことでありまして、介護は今、介護が必要な人、これだけの問題ではござい

ませんので、介護保険料を払っている４０歳以上の皆さんにとっては、とても大切な問題

だというふうに思います。決して安い介護保険料を払っているわけではございませんので、

保険料だけ払って介護をしてもらえない、こういう人たちが大多数ではないのかなというふ

うに思いますので、そういう人たちも介護保険料を払ってよかったんだというような見返り

がある事業計画というのを立てていただきたいというふうに強く思うわけでございます。 

 そして地域全体で高齢者を支えるネットワークづくりを目的といたしまして、地域ケア会

議というのが東員町にあるのかないのか、その点をお聞きをいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   ただいまの今回の介護保険の改正の中にもケア会

議がうたわれておりますけども、現在のところ、立ち上げてはございません。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   現在はないけれども、東員町としてつくっていかれるんです

か。今、首を振られましたのでわかりました。地域ケア会議をつくっていくということです。 

 それで、全国的に地域ケア会議を持っているところで、先般もテレビで放送されていまし

たが、介護サービスの卒業を指示をしていく。あなたはボランティアとして助ける側に回っ

てください。昨日も何かの答弁で、そういうのがあったような記憶をいたしております。本

当にこういう地域ケア会議であっては、私はならないというふうに思います。そういうことが

ないように、しっかり地域ケア会議の中身、目的というのを明確にしていただいて、追い出

すのではなくて、その人がよりよく介護の予防支援を受けながら、本当に地域でしっかりと

自立・自活をしていく、それを支える事業計画というのをつくっていただきたいというふうに

お願いをいたします。 

 もう１点は、介護保険が始まってから全国的に介護離職者が年間１０万人、この１５年間

で５５０件を超える介護心中や殺人という、そんな悲惨な事件が起きているわけでござい

ます。東員町で介護離職者というのはございますでしょうか。そのあたりについては調査

といいましょうか、ありますでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   今ご質問のありました件につきましては、調査も行

っておりませんので、今後やるべきことでありましたら、させていただき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）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   介護離職者についても、東員町でも一度調査をしていただき

たいなという思いです。なければ、それはそれで家族の皆さんがいろんな苦労をしながら、

あるいは現状にあるシステムを活用しながら頑張っていらっしゃるというふうには思います

けれど、一度調査をするに値するのかなというふうに思いますので、ぜひ検討していただ

ければというふうに思います。 

 介護保険ができましてから、老人福祉法というのがすごく形骸化されてきているように思

います。困難を抱えた高齢者を救済する、自治体の福祉や保健、公衆衛生、そういう機能

を再構築することがとても必要ではないのかなということを思うわけです。介護保険のほう

では口腔ケアとか、ちょっと忘れましたけど、やっていただいております。その辺の効果は

どういうふうに見ていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（木村 宗朝君）   水谷部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   先ほどもご答弁の中で申しましたけども、いろんな

事業の結果といたしまして、介護給付の実績額が若干減っているということが成果に出て

いるのかなと私どもは思っております。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   成果として、若干利用者が減ってきているというのをいいほ

うにとりたいというふうには思いますし、逆にいえば、ひょっとして活用したくてもし切れて

ない方もいらっしゃるかもわかりませんので、その辺は、とり方によって評価するのかしな

いのかということにもなるかもわかりませんけれど、本来はそういうのを使わなくても、地

域でみんなと一緒に元気に頑張れることが一番だというふうには私は思います。 

 しかし残念ながら、なかなか高齢者になっていったり、ひとり暮らしになれば、そういうこ

とができにくくなるのも本当だというふうに思います。高齢者のひとり暮らしや、あるいは高

齢者のみの世帯への支援、地域で見守る、声をかける、そして高齢者の発するＳＯＳをキ

ャッチする、そういう地域づくりこそ、とても今大切ではないかというふうに思います。 

 人と人との信頼、きずな、そういうのを、この東員町として社会を構築していっていただき

たい、そんな第６期の事業計画になるようお願いをして、最後の質問に入ります。 

 ３点目は環境についてです。 

 町の最終処分場の西側、土砂搬入により、道路よりも高く土砂が積まれております。付

近の西４丁目住民の方から、防災上心配であると声が寄せられました。緑地帯には木々

も繁っています。その木々の間に土砂の山が見え隠れしております。近年はゲリラ豪雨な

ど、体験したことのない自然現象で被害も発生をいたしております。住民の安全・安心の

ための対応を建設部長に求めたいと思います。 

 答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（木村 宗朝君）   山下誠司建設部長。 



○建設部長（山下 誠司君）   大崎議員の環境についてということで、ご質問にお答え

をさせていただきます。 

 町最終処分場の西側から笹尾西四丁目北側にかけての土地への土砂の搬入でござい

ます。現地での確認と業者への聞き取りを行っておりまして、盛土行為については、当該

土地の北側道路の高さまで盛土を行う予定だというふうに伺っておりまして、最終の高さ

は、笹尾西境界付近では、笹尾西４丁目宅地地盤高より約１３メートル程度になろうかと

思います。現在既に盛られておりますけども、境界付近の高さが、ほぼ限度に近いものに

なるものと思われます。その盛り土につきましても、法面については一定の勾配を保ち、

中段に平場を設けるなどして、災害面には対処したような盛り土工法というふうな形にな

ってございます。 

 また、その搬入土につきましては、業者が桑名市で自社が開発しておる土地での切土

で採取した土砂が主なもので、特に害となる物質等々ではなく、それも産業廃棄物でない

というふうに確認をしております。 

 現在、盛土は、隣接地の笹尾西４丁目の住宅地から町所有の緑地帯を挟んで、約２０メ

ートルの離隔がございます。現在の用途としては残土置場ですが、最終的には盛り土行

為が終わった後、植林をする予定と聞いております。 

 なお、当該箇所での盛土の行為につきましては、県に確認しておりますが、砂防指定地

外のために特段の届出の必要はないということで、行為そのものについては問題ないと

考えております。しかしながら地域にとっては、粉じんの飛散や盛土の崩落など、不安要

素もあろうかと思いますので、業者に対して災害防止等の対策を講じるとともに、埋戻土

砂等の品質管理の協力も求め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。 

 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁はいただきました。届出は要らないということですけれ

ど、住宅地に接近をしているわけですので、こういう事業が始まりますとか、一定の情報と

いうのは、付近の住民にお知らせすべきではないのかなと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長（木村 宗朝君）   山下部長。 

○建設部長（山下 誠司君）   届出の義務はないということで、我がほうも知らなかった

というと語弊がありますけども、確かに地域に対して説明する必要があろうかなというふう

には感じておりますけども、そのあたりも含めて、業者に対しては協力といいますか、指導

といいますか、そういうことを促してまいりたいと思いますし、先般も４丁目自治会さまより、

この件に関しての要望書というのをいただいておりまして、不安要因であるものと思われ

るものの不安解消に向けての対処はさせていただきたいと、そんなふうに考えております

ので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 



 以上です。 

○議長（木村 宗朝君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   地元の西４丁目から要望書も出ているということで安心をい

たしましたが、先ほど来何遍も言っているように、安全・安心のまちづくりという観点からも

考えていただきたいし、きちっとした住環境を守っていくのも、行政の仕事の一つであると

いうふうに思います。もちろん、業者の方に説明をしてくださいということも必要でしょうが、

積極的に行政がかかわって、行政の建設部土木課として周辺住民の皆さん、あるいは自

治会長さんに、そういう旨をきちっと説明をしていただく、こういうことがとても大切ではな

いかということを思いますので、今日始まりました職員の資質の向上や、あるいは町長が

おっしゃったように、これからきちっとやっていきますよということですので、それを期待し

ながら、私、一般質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 


