
○１４番（大崎 潤子君）   日本共産党の大崎潤子です。 

 今３月定例会におきまして、１点目、国保料について。２点目、地方創生につい

て。３点目、介護保険について。４点目、ごみ問題についての４点の質問をいたし

ます。 

 明快な答弁、よろしくお願いをいたします。 

 まず、１点目は、国保料について。国民健康保険は今年４月から１円以上のすべ

てのレセプトを市町村が都道府県ごとに共同で設置している国保連合で処理する仕

組み、財政運営の都道府県単位化となります。これは２０１２年の社会保障と税の

一体改革関連８法の内の社会保障制度改革推進法改定によるものです。政府は団塊

の世代がすべて７５歳以上となる２０２５年に向け、医療、介護の給付は非常に伸

びていくと試算。だから介護と医療、削減をしたい。そのために今後、医療費の削

減を都道府県にさせていく方針で、医療ビジョンの策定が都道府県に求められるこ

とになっています。 

 こうした医療体制改革を本気で担ってもらうためには、財政にも一定責任を持っ

てもらわなければならない。そのための方策として、国保の財政責任を都道府県単

位に移してはどうかというのが国保の都道府県単位化の背景の１つだと思います。

都道府県単位化は２０１８年を目指す予定ですが、町民にとってのメリットはあり

ますか。お尋ねをいたします。 

 次に、国保料が高い理由に、保険給付費が高いからという答弁が常にあります。

医療が必要な高齢者や病気の人が多いことが要因として、まず挙げられます。 

 また、医療機関が多いことや高度医療の発展も結果としては医療費を押し上げ、

これは国保会計の宿命だと思います。保健事業、住民健診、特定健診やがん検診に

力を入れ、早期発見、早期治療は保険給付費圧縮につながると考えます。 

 また、医療費分析をした上で、有効な保健事業を展開することです。母子、福祉

の健康増進に限らず、保健師の成人に対する指導強化も強く求めるものですが、い

かがでしょうか。 

 次に、介護保険の町負担分は１２．５％です。これと比べると、国保会計への町

負担分は少ないと考えます。一般会計からの繰り入れは２，０００万円ですが、３，

０００万円に戻し、国保料を引き下げるべきだと考えますが、どうでしょうか。生

活福祉部長に答弁を求めます。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   国民健康保険料についてのご質問にお答え

をいたします。 

 国が現在進めております医療保険制度改革は、本年１月１３日に社会保障制度改

革推進本部におきまして骨子が発表されております。２月１２日に行われました国



保基盤強化協議会におきましても、全国知事会、全国市長会、全国町村会の地方３

団体が次期国保改革の議論の取りまとめを了承したところでございます。 

 主な改革の内容といたしましては、国保への財政支援の拡充による財政基盤の強

化と平成３０年４月から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営

や効率的な事業運営の確保など、国保の運営について中心的な役割を担うこととす

る現段階での方向性が打ち出されております。 

 具体的には、都道府県は統一的な国保の運営方針を定め、市町村ごとに分賦金の

決定や標準保険料を設定し、保険給付に対する費用の支払いや市町村事務の効率化、

広域化等を行うこととされております。市町村は都道府県から課せられた分賦金を

保険料として徴収するほか、引き続き資格管理、保険給付の決定、保健事業などの

業務を担うこととされております。 

 また、この制度改革とは別に、平成２４年の国民健康保険法の改正により、市町

村国保間の保険料の平準化、財政の安定を図るため、各保険者からの拠出金を財源

とし、県単位で行っております保険財政共同安定化事業につきまして、平成２７年

度からレセプト１件当たりの医療費すべてが事業の対象とされております。国民健

康保険制度の安定化に向けた取り組みが進められているところでございます。 

 このような制度改革で、どのようなメリットがあるかとのご質問でございますが、

都道府県が財政責任を負うことにより、その運営の安定化が図られ、統一的な国保

の運営方針等により、市町村の事務の効率化、コスト削減等が図られるとされてお

ります。 

 また、保険財政共同安定化事業の対象医療費の引き下げでは、毎年、医療費変動

による財政への影響緩和がメリットとして挙げられております。 

 しかしながら、制度改革において、被保険者の一番の関心となります平成３０年

度以降の保険料額に関しましては、都道府県が市町村ごとに医療費や所得の水準を

反映した分賦金である国保事業費納付金を決定し、市町村はその納付金を保険料と

して徴収することとされております。 

 この保険料の具体的な算定方法につきましては、現在のところ未定でございます。

厚生労働省は今後も引き続き、地方と協議を行うとしているところであります。 

 町といたしましては、この制度改革が被保険者のデメリットとならないよう、国

や県に対し、意見を述べてまいりたいと考えております。 

 次に、保健事業についてのご質問でございますが、議員ご指摘のとおり、国民健

康保険は構造上、加入者の年齢構成が高く、若い被保険者が多い被用者保険と比べ、

医療費が高くなるのが実情でございます。 

 この医療費を少しでも抑制するため、今年度よりジェネリック医薬品の差額通知

を対象となる方に送付されていただき、ジェネリック医薬品の普及啓発を図るほか、

生活習慣病の予防及び改善のための特定健診、特定健康指導の充実に努め、また平



成２５年１０月から稼働いたしました国保データベースシステムによる各種データ

を活用し、被保険者に必要と考えられる保健事業を研究、推進してまいりたいと考

えております。 

 次に、保険料の引き下げについてのご質問でございますが、国民健康保険制度と

介護保険制度とは仕組みが異なるため、町の負担を単純に比較することは難しいも

のと考えております。 

 一般会計からの繰り入れにつきましては、他の健康保険に加入している方にとっ

て不公平ではといったご意見もございますが、国保制度が抱える構造的な問題とし

て、加入者の年齢構成が高く、医療費の水準が高いこと、被用者保険と比較すると、

所得の低い方が多く加入されていることから、高齢者や低所得者の高額な保険料の

負担を緩和するために必要と考えております。繰り入れを行っている、そのような

ことから繰り入れを行っているところでございます。 

 新年度予算におきましては、負担の公平性と国保財政の状況を勘案し、国保財政

調整基金から７，５００万円、一般会計から平成２６年度と同額の２，０００万円

を繰り入れ、一人当たりの保険料を前年度と同水準といたしておりますので、よろ

しくご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（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。 

 ちょっと前後しますが、保険料についてお聞きをしたいというふうに思います。

部長も答弁されましたように、保険料、国保の保険料は構造的なものもあって、や

はり一般会計からはきちっと繰り入れをしなければならない。一方では不公平感も

あるという声もあるということですが、いずれにせよ、最終的にはみんな国保に加

入をしていかれるのだというふうに私は思いますので、今、恩恵を受けなくて、今、

不公平感があるという、お感じになっても、最終的には国保のほうにみんな入って

いくわけですから、そういう考えはいかがかなっていうふうにも思いますが、今回、

基金から７，５００万円、一般会計から２，０００万円という形で、国保料そのも

のは前年度並みという形になっております。 

 しかし、全国的にはこの国保の制度改正とあわせまして、県の財政調整交付金の

活用をされて保険料が引き下げられている。あるいは国が新年度予算で保険者支援

といたしまして、総額１，６６４億円、これを繰り入れることになっておりますが、

その点についてはどのようにお考えなっておりますでしょうか。こういう原資があ

れば保険料はもっと引き下げられることは可能だというふうに思いますし、現実に

全国的にその原資を使って国保料が引き下げられております。その辺の県の状況、

そして町としてのお考えをお願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   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。 



 今ご案内のように、国のほうでは１，６６４億円の県のほうへ保険者支援という

ことで来るわけでございますけども、これも約１，７００億円ということですけど

も、全国的にやっぱり平均的にやっぱり見ますと、低い、所得が低いところにはや

っぱりそのようなことが多く入るかなと思っておりますし、今回の給付、要は低所

得に対する軽減のための拡充ということでございますけども、すべて国からの交付

金でございませんので、一般的な交付金と同じように、国が２分の１、県が４分の

１、町も４分の１ということで交付されますので、すべてがそういうことですので、

何もこの料金のほうへ反映させていただくということがまだちょっとうちも細かい

とこまで試算はしておりませんけども、ちょっと余り反映できてないのかなとは、

感じしております。 

 それで、これあくまでも平成２７年度からの話ですもんで、今年度まだ確定もし

ておりませんし、まだ予算も本算定でもございませんので、その辺も国の動向を見

きわめながら、なるべくそのようなできるものであればさせていただきたいと考え

ておりますんで、よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   平成２７年度の国保の本算定と言うか、７月ぐら

いに各家庭に配られるので、ひょっとしたら非常に難しい部分もあるかもわかりま

せんが、原資としてはそういう形で提案もされておりますので、それを全額国保の

料金の引き下げにというわけにはいかないということはわかっておりますが、やは

り大変日々の生活が苦しい中、あるいは年金が引き下げられる中で、こういう形で

国も保険者支援をしてきてるわけですので、ぜひそういう方向性できちんと一人一

人の国保の保険者さんの皆さんに少しでも行き渡るような形で、きちっと検討して

いただきたいというふうに重ねてお願いをしたいというふうに思います。 

 それと、２点目の高齢者の皆さんのやはり医療費が高い。これをやっぱり保健事

業をきちっと展開することによって多少は医療費の給付費が低くなるのではないか

ということで、今、部長の答弁の中にもジェネリック医薬品を使ったり、特定健診

などにいろいろお便りを出したり、そういう形でフォローアップをしておりますっ

ていうことがおっしゃっておりました。実際、私もこういう体型ですので、動機づ

け支援コース、運動フォローアップ講座、そういうお便りをいただきますが、時間

の調整ができずに参加できない状態であります。そういう便りが何度も来ると、あ

っていうふうに思うんですけれど、もちろん便りをいただくのもそうなんですけど、

一言あるいは保健師さんなり担当課の方が何度も差し上げてるけど、どうですかっ

て、そういう声かけっていうのも必要ではないのかなっていうふうに思います。こ

れはまた事務量が増えますので大変でしょうけれども、そういうことも含めること

によって自分の健康について改めて考えることもできるのではないかというふうに

思います。これは決して生活福祉部だけじゃなくて、総体的に全庁、全体として健



康づくりっていうのを取り組んでいただきたいというふうに思うわけです。保健師

さんの増員も必要になってきましょうし、やはり保健師さんを校区ごとに派遣をし

て、その地域の皆さんに責任を持って心身ともに健康に健やかに育っていただく、

そういう体制というのを取っていただきたいというふうに思います。これは今、教

育委員会が提案なさってる小・中・高、１６歳までの一貫教育の中での食教育とか、

そういうのにもつながっていくように思います。 

 そういう点で、ちょっと町長に今後のそういう健康づくりのために保健師さんの

増員、あるいはそういうもう少し横の連携を取るようなシステム構築はいかがかな

という点で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）   健康福祉部や教育委員会とも、いろいろ議論をして

おりますが、本当に地域でこう充実させていくということが、大切なことだという

ふうには思っておりますが、いろんな事情もございまして、人のこう枠っていうの

もありますし、定員管理ということもありますし、十分検討をさせていただきたい

というふうに思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ、非常に難しい側面もあるかとは思いますが、

１つそこが成功することによって、上原議員もおっしゃったように、東員町として、

本当に呼び込める、そういうものになり得る可能性もあるというふうに思うんです

よね。 

 ですから、これがいい、これがいいじゃなくって、総体的に東員町としては本当

に健康づくり、子ども・子育て、そういうのでやっぱり住んでみたいねっていう、

そういう発信の材料になるんではないかなっていうふうに思いますし、健康という

のはとても大切ですので、健康であることによっていろんなところの経費を削減を

することだって可能ですので、そういう意味で大きく、大きい意味で考えていただ

きたいというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 今度、制度改正になりまして、都道府県単位になりまして、今まで町でやって、

国保連合のほうでやっていただいた金額がもう１円からすべて医療給付費は国保連

合のほうでやっていただくっていうスタイルになっていくわけなんですけれども、

そうするとそういう自治体単位での不要不急の支出っていうのはなくなっていって、

基金を今まで積み立ててきてるんですけれど、そういう基金を準備する必要がなく

なってくるようにも思うんですけれど、そうなると今までためていた基金っていう

のは、やはり平成３０年度に一本化されるなら、基金が残っててもいけない、いけ

ないって言うか、それは一般会計のほうに返さなきゃいけないっていうふうになる

と思いますので、今ある基金っていうを少しずつ取り崩して国保料に回すことだっ

て可能ではないかというふうに思いますが、部長の見解をお願いいたします。 



○議長（山本 陽一郎君）   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。 

 基金がこの平成３０年度、制度改正で持っとってもどうかというお話なんですけ

ども、まだ県のほうから分賦金の方向性と言いますかね、それもわかっておりませ

んので、平成３０年以降がどうなるかというのは見えない段階で、先に取り崩して、

保険料に回すっていうのもちょっとどうかなということも思っておりますので、も

うちょっと県のほうから情報が入り次第、平成３０年以降の県から示される分賦金

が明らかになったときには、議員おっしゃるように、何らかの方向でそういう方向

も検討させ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（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今、分賦金という言葉が出たんですけれど、県に

分賦金を納めるために、またせっせせっせと保険料の徴収作業って言いましょうか、

そういうのがあるように、そんなような気がするんですけれど、分賦金っていうス

タイルはどういう、本当にもう平等って言うか、分賦金っていう意味をお願いいた

します。分賦金のために苦労しなきゃいけないっていうのが私は感じるんですけれ

ど、その点お願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   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。 

 私も分賦金と申しましたけど、まだ明確などのぐらいの規模と言いますかね、そ

れぞれの保険者が、それの低所得者がどんだけみえるとか、その辺も加味されるか

と思いますし、それでまた県のほうから分賦金と言われて、それだけ取っておるだ

けではなく、それぞれの保険者が例えば徴収率とか、そういう努力されれば、その

見返りもあるとも聞いておりますので、その辺もまだ全然示されておりませんので、

基金も含めて、その辺の情報を掴んで、なるべくよい方法になるように検討してま

いりたいと思いますんで、よろしくお願いします。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ、高い国保料を引き下げていただきたいとい

うことを申し上げて、２点目に入りたいと思います。 

 ２点目は、地方創生について。安倍政権は「まち・ひと・しごと長期ビジョン総

合戦略」を閣議決定をいたしまして、人口減少の現状と将来の姿を示して、今後の

取り組むべき方向を示したものです。安倍政権の地方創生の緊急の予算といたしま

して、景気低迷へのてこ入れ策といたしまして、地域住民生活等緊急支援のための

交付金４，２００億円が補正予算として計上され、東員町にも総額５，６００万円

交付されます。消費を喚起した生活支援に直接効果を発揮するものが対象とされて

いまして、プレミアムつき商品券や旅行券あるいは低所得者向け灯油購入助成など、



メニュー例として決めております。先般、議会で説明もされまして、東員町として

取り組む事業名になった経過を伺いたいと思います。 

 また、この交付金によってどのような経済効果がありますでしょうか。お願いを

いたします。 

 １９９９年の地域振興券、２００９年の定額給付金、いずれも新たに生み出され

た消費は配った額の３割前後だったことが後の政府の調査でわかっております。膨

大な手間暇と費用をかけ、実施するよりも本当に生活を支えたい層に絞って負担を

軽減すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 次に、国の総合戦略が定める政策分野を勘案し、地方版総合戦略を策定すること

が努力義務としています。自治体ごとの地方人口ビジョンをつくることとし、２０

１９年度までの５年間を対象にした総合戦略を遅くとも２０１５年度中、今年度中

に早期策定することを国は求めていますが、町としての取り組みについて、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）   地方創生についてのご質問にお答えを申し上げます。 

 １点目でございますが、ご案内のとおり、平成２６年１２月、国の地方への好循

環拡大に向けた緊急経済対策として、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

が創設されました。具体的には、回復の遅れる地方の消費喚起や生活支援を目的と

した地域消費喚起・生活支援型と地方の人口減少を克服し、活力ある日本社会を実

現するため、今後５カ年の施策の方向性を提示する「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」の中における地方版総合戦略策定及び先行して事業を実施し、仕事と人の好

循環の確立を目的とした地方創生先行型の２つの交付金から構成されております。 

 本町といたしましては、地域消費喚起・生活支援型の交付金、約３，１００万円

を活用して、１万円で１万２，０００円分の商品券を購入できるプレミアムつき商

品券発行事業と中学生までの子どもがいる世帯に、１人につき５，０００円の商品

券を給付する子育て世帯支援商品券給付事業の実施を予定をいたしております。 

 また、地方創生先行型の交付金、約２，６００万円を活用して、国の「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」で掲げられた、地方における安定した雇用を創出する。

地方への新しい人の流れをつくる。若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ

る。時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携

する。この４つの基本目標を勘案した地方版総合戦略策定のほか、地域力創造アド

バイザー支援事業、喜び農業推進事業、空き家対策事業、少子化対策事業の実施な

どを予定をいたしております。 

 先月２月１７日の全員協議会でご説明申し上げました時点以降、事業内容につき

まして国の方針が明確になってまいりましたことから、事業の一部を再度協議し、



ソフト事業を中心として、国の掲げる４つの基本目標のいずれかにつなげられる事

業を選定いたしたところでございます。 

 ２点目の、地域の労働の活用や効果についてでございますが、今回のプレミアム

つき商品券と子育て世帯支援商品券は、商工会で商品券を発行をして、町内の商工

会加盟店舗等でご使用いただくことといたしております。 

 経済効果といたしましては、プレミアムつき商品券で約５，１００万円、子育て

世帯支援商品券で１，８８０万円、合わせて７，０００万円程度の消費喚起につな

がるものと想定をいたしております。 

 ３点目の、地方版総合戦略の策定に向けての取り組みでございますが、総合戦略

の策定に向けた体制といたしまして、まず庁内で「まち・ひと・しごと創生」に向

けた本部を立ち上げ、役場全体で取り組む体制を築きます。 

 また、戦略に盛り込むべき施策といたしまして、仕事づくり、人の流れ、結婚・

出産・子育て、まちづくりに係る各分野を幅広くカバーすることが求められており

ますので、住民の方はもちろんのこと、産業界、教育機関、金融機関など、多くの

関係者の意見が反映されるよう、有識者を含む各分野の方々で構成する推進会議を

設置し、東員町の特色や資源を生かした町民に身近な施策を盛り込んでいく予定で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   はい、答弁ありがとうございました。 

 商品券の利用の期間っていうのは、ちょっとどういう期間を、１年中使えるのか、

あるいはもうぴっとこの期間だけですよっていうのが１点と、購入に枚数、購入枚

数に限定があるのかどうなのか。欲しい人はいくらでもいいですよ。これは国が低

所得者向けっていう形で出したんですけれども、低所得者の人にしてみたら、１万

円っていうのが非常に大切なお金で手が出ない場合もあるわけなんですよね。そう

思うと、この政策そのものが大変不都合なものではないかというふうに私は思いま

す。 

 それで、期間が一定、１２月ぐらいまで使えるとなれば、灯油代などの助成とい

う形はいかがなものかなっていうのが１点です。 

 それと、商品券で町内のお店で使っていただけますよということですが、ここで

は大型店、イオンがあって、そこで結局買い物をされる方も多いと。そうなると本

当の東員町の町内にある小さな地元の商店街の皆さんへの活性化、うるおいってい

うのはないように考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   済みません、お答えをさせていただきます。 



 まだ詳細につきましては、現在も検討を進めているところでございますけれども、

プレミアム商品券につきましては、４月早々からまず周知にかかって活動をさせて

いただきます。 

 また、子育ての支援の商品券につきましても、４月早々から、対象者へ個人通知

等をさせていただきまして、両商品券とも、使用期限につきましては、６月から販

売やら配付を開始をさせていただいて、使用期限は７月から１２月までの６カ月間

を現在想定をいたしております。 

 年が変わりまして、翌年の１月から３月の期間につきましては、その商品券の換

金作業という部分が発生をしてまいりますので、使用期限は７月から１２月の６カ

月というふうなことで現在考えております。 

 また、購入限度額につきましては、お一人につき２万円を現在考えてございます。 

 それから、この使用できるところ、商品券の。こちらにつきましては、東員町内

で使っていただくということを前提としておりますので、東員町の商工会加盟店と

いうふうな形で現在進めております。 

 以上でございます。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   はい。東員町の商工会の加盟店っていうことでし

たら、もう一度聞きますけど、イオンでは使えるか使えないかっていうことをちょ

っと、その点が１点。やはり町内の小さなって言ったらあれなんですけれど、そう

いうところでお買い物していただければ町内がうるおうんですけれど、ちょっとイ

オンがどうなのかっていうことをお願いをいたしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   総務部長。 

○総務部長（早川 正君）   済みません、お答えをさせていただきます。 

 イオンさんにつきましても、東員町の商工会に入っておりますので、使うことが

できると考えております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   本当に残念な、残念って言いましょうか、結局っ

て言いましょうか、多くの皆さんがイオンでお買い物をされる可能性が高いのかな

っていうふうには思います。やはり国が景気を停滞してるから景気を回復させよう

という志向でやるならば、もっともっと違う方法論もあっただろうし、やはり町と

してこういう政策はいかがなものかっていうことをやっぱりきちっと伝えていただ

きたいというふうに思いますので、町長、その点はよろしくお願いをいたしまして、

次の３点目に入りたいと思います。 

 ３点目は、介護保険について。医療介護総合確保推進法が強行した要支援者の訪

問介護、デイサービスを介護保険給付から外し、市町村の地域支援事業に移行させ

る方針はとても提供事業者確保の見通しが立たないと大問題になっています。開始



を第６期計画が始まる２０１５年度からとしましたが、２年間の猶予期間を設けざ

るを得なくなり、２０１５年度からの施行は全国で７．２％の自治体にとどまるこ

とが厚生労働省の調査で明らかになりました。２月４日付、共同配信です。東員町

でもこの２年間、十分な準備、検討期間としたいということでございます。 

 １点目は、現行サービスを提供してる事業者には早くから情報を提供し、意見を

聞く機会を十分に保障し、一方的に進めず、関係者の理解と合意を得ること。 

 ２点目、現在利用している要支援者の実態、心身の状況、日常生活、自立度、サ

ービス内容などを十分に把握した上で検討してください。 

 ３点目は、総合事業への移行に当たっては、介護予防訪問介護、介護予防通所介

護、住民ボランティアなど、多様なサービスに置きかえるのではなく、現行サービ

スを維持した上で、プラスアルファとして新たなサービス、資源をつくるという基

本方向を堅持していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、地域ケア会議は個別事例の検討を多職種で検討を加える。 

 また、地域特有の課題について、管理者、責任者レベルで検討し、介護、福祉、

医療の施策に反映させるようにする。この２つの会議で運営されることになってい

ますが、地域ケア会議を聞く限りでは、高齢者の実態把握や問題解決のための地域

支援をイメージしていますが、介護保険サービスの切り離しと軽度者の切り捨てが

目的だと私は考えます。自助、努力の押しつけと利用制限であるサービスからの卒

業などはさせてはなりません。居宅における能力に応じた自立した日常生活に必要

なサービスを提供し続けることが介護保険の責務であり、卒業を迫るようなケアマ

ネジメントは許されるものではありません。サービスが必要な方にはきちんとサー

ビスを提供することですが、どうでしょうか。 

 最後に、第６期事業計画にも、笹尾や城山地区に地域包括支援センターの機能を

持つ拠点を検討すると述べられています。団地内の高齢化率、笹尾の西、東、平成

３２年で約４割、城山地区は平成３２年、３３．９％となっております。早急に取

り組むべき課題だと考えますが、いかがでしょうか。生活福祉部長の答弁を求めま

す。 

○議長（山本 陽一郎君）   水谷生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   大崎議員の介護保険についてのご質問にお

答えを申し上げます。 

 １点目の、地域ケア会議の位置づけにつきましては、高齢者個人に対する支援の

充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく地域包括ケアシステム

の実現の向けた手法の１つとして位置づけています。 

 具体的には、地域包括支援センターが主催し、医療、介護などの多職種が協働し

て高齢者の個別課題の解決を図るとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケ



アマネジメントの実践力を高め、個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、

地域に共通した課題を明確化するものでございます。 

 さらには、共有された地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくりなど、政策

形成にも活用してまいります。 

 現在、全国において地域ケア会議のモデル事業が取り組まれておりますことから、

本町の地域の実情に応じたモデル事業を参考に検討を重ねて取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、２点目の総合事業のあり方につきましては、今回の介護保険条例の改正に

おきまして、介護予防、日常生活支援総合事業の経過措置を提案させていただいて

おりますように、平成２９年４月から移行することとしております。 

 計画策定に伴い、実施しましたアンケートにおきまして、要支援１、２の認定を

認定を受けている方に対し、訪問介護と通所介護のサービス内容の希望を調査しま

したところ、既存の事業者によるサービスを希望する方が約５割、住民ボランティ

アやＮＰＯなどによる多種多様なサービスを希望する方が約３割という結果となり

ました。 

 このような結果を踏まえ、総合事業におきましても、既存のサービスにあわせ、

多種多様なサービスを提供できる体制の構築を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、生活支援につきましては、地域住民やＮＰＯ、民間事業者の協力が必要不

可欠なことから、具体的なサービスにつきましては、住民の皆様のご意見など、さ

らなる把握に努めるとともに、地域の実情に合わせた地域基盤の発掘に努めて、必

要に応じた整備を検討してまいります。 

 次に、３点目の地域包括支援センターの増設につきましては、第６期介護保険事

業計画、第５章、基本計画におきまして、地域包括支援センターの機能強化として、

地域の実情に合った支援を行うに当たり、基幹型地域包括支援センター、いわゆる

現在の地域包括支援センターに加え、笹尾、城山地区に２つ目の地域包括支援セン

ターの機能を持つ拠点の検討を位置づけております。 

 地域包括支援センターにつきましては、高齢化の進展、相談件数の増加などに伴

い、業務量の増加、また地域ケア会議の実施、在宅医療の推進など、新たな役割も

担うことから、役割に応じた人員確保が必要であると考えております。 

 拠点の規模、設置時期につきましては、今後の高齢化の状況や地域のニーズの調

査、分析を行い、地域包括支援センター運営協議会での論議もしていただきまして

検討を進めてまいりたいと思いますので、ご理解賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○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。 



 総合事業につきましては、モデル事業を参考にしながら、東員町に合った形で、

この総合事業を進めたいっていう答弁だったというふうに思います。 

 それで、この総合事業を当たるに、するに対しまして、２年間あるわけなんです

けれど、現在、町内の事業者さんへの取り組みはどのようになってるのか、考えて

いらっしゃるのか。 

 そして、この総合事業について、この事業者さんについて説明がなされたのかど

うなのか、お願いをいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（南部 里美君）   お答えを申し上げます。 

 先般、包括的継続ケアマネジメントの一環で、町内の事業所さんにお越しをいた

だきまして、私どものほうから国の現在のこういった動向、それから町が取り組ん

でいかなければならないところに置かれているということにつきましてご説明をさ

せていただきまして、情報を共有させていただいたところでございます。 

 今後につきましても、介護事業所の集まりと言いましょうか、協議の場もお持ち

でございますので、そういったところにもお邪魔をいたしながら、意見交換をさせ

ていただき、今後の町のあり方について一緒に考えていただきたいというふうなこ

とをお願いをしているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町内の事業者さんに説明会を開いたということで

すが、町内の事業者さんは何所って言いましょうか、参加された方はどの程度だっ

たのでしょうか。 

 そして、参加なさらなかった方については、今後またいろんな形でこの協議はな

されていくわけですので、そこへお越しをいただくっていうふうには考えておりま

すけれど、その点が１点と、この総合事業で全国的にモデルで実施してるところで、

先ほど質問にも出しましたように、卒業をしてください、そういうようなことが多々

起こっているわけですので、モデル事業でそういうようなモデル事業を参考にされ

たら私は非常に悲しいなっていうふうに思うんですけれど、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）   長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（南部 里美君）   お答えをいたします。 

 先日お集まりをいただきました事業所さんといたしましては、ケアプランをお願

いしております介護支援専門員の方を中心に、それから各事業所の代表者の方から

一部お越しをいただいた形で実施をさせていただいております。 

 こちらにつきましては、町のほうからの事業の一環でお呼びかけをしたものでご

ざいまして、社会福祉協議会が中心となりましての介護事業所での検討の場と言い



ましょうか、協議の場、情報共有の場というのは設けられておりますので、そうい

ったところにもまたお邪魔をさせていただきたいと考えているところでございます。 

 それから、もう１点、介護の切り捨て的な部分って言いましょうか、マイナス的

な評価に使われているというふうなご質問についてでございますけれども、確かに

適正化の部分では、１つそのツールとして地域ケア会議が用いられることにつきま

して、国のほうから示されているところでございますけれども、そういったことに

つきまして、それが目的ではございませんで、私どもといたしましては、困難事例

の検討、それからそこから町の政策に結びつけていくような前向きな取り組みとし

て位置づけていきたいと考えておりますので、よろしく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）   この東員町内にある事業所の数は、ちょっとそれ

がもれていたように思いますので、何カ所があって、それがちょっと。そういうの

がどうか、何カ所あるのかなっていうのをお願いをして、今、課長の答弁の中で、

前向きにきちっと取り組んでいきたいということをおっしゃっておりましたので、

やはり悪い例を取るんではなくて、やっぱりこの東員町で老後をきちっと過ごして

いただくためのサポートをきちっとしていただく、そんな総合事業であってほしい

し、あるべきだというふうに思いますので、その点はきちっとしていただきたいと

いうふうに思いますし、総合事業を受けるに当たって、やっぱり要介護認定を申請

された方には、すべてきちっと受けとめていただいて、自分は総合事業じゃなくて、

今までどおり介護保険、そちらでかかりたいという、先ほども５０％の方が現行の

サービスを利用したいっていうことをおっしゃって、アンケートがあるんですが、

やはりそういう本当に本人さんのきちっとした意思を尊重するようなケア会議をし

ていただきたいというふうに思います。 

 そして、・・・・で基本チェックリストの・・・・で基本チェックリストを移行

させるんでなくて、きちっと介護保険を申請された方には、きちっと介護保険のほ

うの申請書を渡していただきたい。その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（山本 陽一郎君）   南部里美長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（南部 里美君）   失礼をいたしました。お答えにもれがござ

いましたことをおわび申し上げます。 

 先般２月２７日の日に、役場庁舎におきまして会議を持たせていただいたわけで

ございますけれども、参加者といたしまして、事業所といたしましては３８事業所

でございます。ご出席いただきました方は、居宅介護支援の事業所の介護の支援専

門員の方、それから施設介護の支援の職員の方、それからサービス事業所の職員の

方、合わせて４０名の方にご出席をちょうだいいたしました。 

 それから、総合事業につきまして、今までどおり介護サービスを、今までどおり

の介護サービスを受けたいっていうふうなご希望の方もいらっしゃるということで、



確かにアンケート調査の中でもそういったことは私どもも認識をさせていただいた

ところでございますので、本当に必要とされるということで判断をさせていただく

んでありましたならば、決してそれを拒むようなこともございません。 

 それから、申請時におきましても、その方についていろいろとお聞きをいたしま

して調査をさせていただきました結果、必要なサービスに結びつけさせていただく

というふうなことを考えておりますので、よろしく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）   ぜひ、その姿勢をお願いをいたします。 

 最後に、包括支援センターの件ですけれど、平成３２年には、先ほど申しました

ように、団地内の高齢化率は約４０％ぐらいになります。そうするともう年数的に

５年しかないわけで、今から積極的にこの包括支援センターのあり方っていうのを、

あり方、規模についても早くスピードを上げて議論を重ねていっていただかなけれ

ばならないというふうに思います。先ほど部長はそのような内容での答弁はありま

したけれども、具体的にやはりいつにこういうことをやる、こういうことやるって

いうことをきちっとプログラムで示していただきたいというふうに思います。規模

にもよりますが、建物をもし建てるとなりましたら、町長との見解は若干違います

が、今、旧の第一保育園の跡地、あるいは今、旧の駐在所を中心とする土地の利用

っていうこともあるんではないのか。笹尾コミセンとリンクをさせていく、連絡所

とリンクをしていく、そういう活用の仕方もあるのかな。あるいは今、笹尾連絡所

の２階っていうのはほとんど使っていませんので、もし規模が小さければ、そこで

包括支援センターをやることだって可能ではないのかなというふうに思います。 

 ですから、元気に老後を過ごしていただく、ひとりぼっちの老人をなくす、ある

いは多世代の交流のために早急に考えていただかなければならないし、ぜひお願い

をしたいというふうに思い、もう一度、部長にその辺のスケジュールをお願いをい

たしたいと思います。 

○議長（山本 陽一郎君）   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。 

 今おっしゃっていただいたように、包括センター、新しい、つくるということも

喫緊の課題と思っておりますので、来年度策定予定しております地域福祉計画、そ

の中でも、それでまた来期の介護事業計画、その中で、来年度あたりから工程等も

含め、もうそのような形で取り組んではいきたいと思いますし、今おっしゃってみ

えたように、連絡所云々という話もありますけども、皆さんが行っていただくのに

大体、中央あたりがいいのかなと思っておりますけども、その辺も含め、今後検討

を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（山本 陽一郎君）   大崎議員。 



○１４番（大崎 潤子君）   本当に喫緊の課題だというふうに思います。やは

り高齢者は、先ほど団塊の世代がだんだんだんだん増えていくわけですので、そう

いう点でもきちっと課内で、あるいは全庁的に議論を重ねていっていただいて、早

くそういう結論を皆さんにお示し、お願いをしたいというふうに思います。 

 最後の４点目は、ごみ問題です。 

 ごみ減量への取り組みは、経済や環境面から見ても真剣に考えていかなければな

らない大きな課題だと思います。昨年は筑紫、穴太の一部で堆肥化の実証事業を実

施いたしましたが、次の地区への拡大には進みませんでした。生ごみをいかに減ら

していくのか、そのためにはどう町民に協力を要請していくのか、また町民の意識

向上にどのように取り組んでいくのか、お尋ねをいたします。 

 また、ＲＤＦ発電終了後の焼却炉に対する考え、ごみ分別によるごみの減量の目

標をお示しください。生活福祉部長の答弁を求めます。時間がありませんので、簡

潔に答弁をお願いいたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   大崎議員のごみ問題についてのご質問にお

答えをいたします。 

 初めに、ごみ減量、生ごみ堆肥化への取り組みについてでございますが、本町か

ら毎年排出される６，０００トン以上のごみの内、約７割が可燃ごみが占めており

ますことから、ごみ減量には可燃ごみの削減が最も効果的な方法と考えられます。 

 中でも、とりわけ可燃ごみの半分を占める生ごみの減量と、地域内での資源循環

システムの構築の有効な手法として、町ではこれまで生ごみの堆肥化全戸実施を目

標としてまいりました。目標の達成に向け、生ごみ堆肥化検討委員会を設置し、生

ごみの回収方法や拡大に向けての手法などについて検討を重ね、平成２５年９月か

ら平成２６年８月までの１年間、筑紫、穴太地域の皆様にご協力をいただき、生ご

み堆肥化実証事業を実施したところでございます。 

 実証事業の結果、ごみ集積場のスペースの問題、町内でのごみ収集形態の違い、

現在の堆肥舎の容量、町民の皆様の理解、意識など、費用対効果の面も含めて、生

ごみ堆肥化を全戸で実施することは非常に困難であるとの結論に達しました。 

 このようなことから、昨年１１月の議会全員協議会でもご説明させていただきま

したとおり、今後のごみ減量の方針といたしまして、１点目に、これまで町内のＮ

ＰＯの皆様により技術的にも既に完成され、十分な費用対効果も確認されておりま

すケース方式での生ごみ堆肥化を軸とした取り組み、また個人単位での堆肥化に取

り組んでいただける方も多いことから、新たに小型の堆肥化容器も補助対象とした

取り組みを。 

 ２点目に、町民や事業者、行政との協働により、過剰包装や使い捨て商品の購入

自粛など、ごみを極力減らす生活を心がけていただく取り組みを。 



 ３点目に、各家庭で最も簡単に取り組むことができる生ごみの水切りの徹底。 

 この３つの柱を軸に、今後取り組みを進めてまいります。 

 これらの取り組みを広報とういん、町ホームページ、出前講座や講演会などの機

会を活用し、啓発に努め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

お願い申し上げます。 

 次に、次期ごみ処理施設に対する考え方とごみ減量の数値目標についてでござい

ますが、桑名広域清掃事業組合では、三重県によるＲＤＦ発電事業の終了に伴い、

平成３３年度以降のごみ処理方式をこれまでのＲＤＦを製造する方式以外とした上

で、旧焼却施設の跡地に新たな施設を建設することとし、現在、処理方式や施設規

模について検討を行っているところでございます。 

 過去には、県ＲＤＦ貯蔵施設の爆発事故もございましたことから、次期の施設は

安全性や安定性を第一とすることはもちろん、環境面や経済性にも配慮した処理方

式とすべく、専門委員会を設置して検討を重ねております。 

 また、新施設の建設規模につきましては、各構成市町がごみ減量に取り組み、そ

の目標数値を反映させたごみ量の将来予測値をもとに決定することとしております。 

 本町といたしましては、長期的な視点に立った一般廃棄物処理基本方針となる東

員町一般廃棄物処理基本計画において、現在の計画目標年度である平成３５年度の

総ごみ量を平成２４年度比、マイナス９．１％と見込んでおります。 

 今後は、この削減目標に向けて、すべての住民の皆様がごみ減量に取り組みやす

い形、例えば１世帯当たり、住民一人当たりの削減目標数値をお示しするなど、実

際の生活の中で目に見える形でごみ減量に取り組むことができるような啓発を心が

けてまいります。 

 いずれにいたしましても、ごみの広域処理を効率的、効果的に行うためには、桑

名広域清掃事業組合を構成するすべての市町にお住まいの皆様のご協力、取り組み

が必要不可欠であると考えております。 

 今後も、構成市町が協力し合い、ごみ減量に努め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）   はい、ありがとうございました。 

 今、部長からも、一人当たりの減量目標を示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、一歩前進をしたのかなと思っております。やはり目に見える

広報活動っていうのは非常に大切ではないかなというふうに思いますので、積極的

にそういう形で進めていただきたいというふうに思います。 

 それで、もう時間がないんですけれど、３月７日にごみ減量に対する講演会って

いうのがありますけれど、それについて取り組み、ぜひせっかく今いろんなことを、

こういうふうにしたい、ああいうふうにしたいということをおっしゃって、少し前



向きになったんですけれども、３月７日にされる講演会の取り組み、規模、お願い

いたします。 

○議長（山本 陽一郎君）   生活福祉部長。 

○生活福祉部長（水谷 眞人君）   ただいま議員もご案内の３月７日の午後１

時半から福祉センターで開催をさせていただきます。ホールですので、皆さんにご

協力もいただいておりますし、声かけもさせていただいております。なるべく満杯

になるように願っております。 

○議長（山本 陽一郎君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   福祉センターのホールですので、何か部長の声聞

いてると、ちょっと狭いのかなっていうふうに聞こえるんですけれど、そうじゃな

くて、やっぱりごみ減量は本当に東員町としての大きな課題ですから、やっぱりも

っと積極的にひばりホール使われたっていいんじゃないですか。だからそういう意

気込みで今後こういう取り組みをきちっとしていただきたいというふうに思いまし

たので、規模を聞きました。ぜひこの成功させてください。それがやはり町民に対

して、東員町、役場はこういう点でしっかり頑張ってるんだ。だから私たちも協力

しましょう。そういうものの第一歩にしていただきたいというふうに思います。あ

りがとうございました。 


