
○議長（三宅 耕三君）   次に、８番、南部豊議員。 

○８番（南部 豊君）   ８番、南部豊。 

 ８番、南部豊でございます。少し早まりまして午前中の質問となりました。またしっかりと

質問させていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 光陰矢のごとしという言葉を以前はよく耳にしたことを思い出しました。日々の移り変わり

は早いもので、平成２８年も余すところ２５日ほどとなりました。平成２８年１２月議会、し

っかりと取り組みをさせていただくことをお約束して一般質問に入らせていただきます。 

 今定例会では２項目の質問をさせていただきます。１項目は本町における農業政策について、

２項目は高齢者の運転免許証返納についてであります。明瞭なる答弁を頂戴したいと思います。

それでは、通告書に従いましてお伺いいたします。 

 １項目の農業政策についてでありますが、９月議会ではお伺いすることができなかった内容

についてお伺いします。今年６月から７月にかけて行われました町政懇談会では、農業政策の

１つとして耕作放棄地などを利用した東員町の特産品づくりの取り組みを熱く語られたことは

記憶に新しいところであります。そこでお伺いいたします。 

 １点目、ミニトマト・苺などを取り組みさせると伺っていますが、他の作物は。 

 ２点目、特産品として何年後を目途にどれぐらいの収穫量を目指すのか、そしてその目標金

額、これは予想される金額で結構です。 

 ３点目、直売所、フルーツパーク、そしてその設備、その規模、どの程度の規模でやられる

のか、目的効果をお考えされているのかお聞きしたいと思います。 

 ４点目、１企業に町として、どこまでかかわっていくのか。 

 ５点目、他の地域で耕作放棄地が見受けられるが、その調査はされているのか。 

 この５点をお伺いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ただいまのご質問に私からは本町の農業政策の基本的な考え方

についてのご答弁を申し上げます。 

 我が国の農業につきましては、アメリカの次期大統領トランプ氏の方針が発表されまして、

ＴＰＰの行方が不透明となってきております。いずれにしろ、今までの国の農業政策は真に日

本の農業を育てることをせず、補助金漬けで政治の道具に使ってきたというような残念な面が

ありまして、農業従事者の激減、耕作放棄地の増加、食料自給率の悲惨的な低下など、農業環

境の悪化が急速に進んでいると考えております。 

 本町は名古屋のベッドタウンとしての一面はありますが、古くから近郊農業の町であり、健

全な農業が営まれてきた町であります。日本の高度成長期一次産業から二次産業、３次産業に

転出する人が増え、それに伴ってそれまで保ってきた農地環境はどんどん悪化していきました。

そして特に畑作に関しましては悲惨な状況と言わざるを得ません。本町農業の現状は耕作のほ

とんどが稲作で、収益性のある畑作作物はほとんどありません。ＴＰＰはどうなるのかわかり



ませんが、米だけで農家が家計を支えていけないことは自明の理であり、もうからない農業に

後継者が出てこないというのは当然の帰結だと思っております。こうした現状を踏まえ、本町

では喜び農業推進事業に着手をいたしました。そして、稼げる農業を目指し、付加価値のある

作物を育てることを耕作放棄地である長深の畑地を活用するということも含めまして、まずは

行政が自ら始めるということといたしました。 

 その後、こうした我々の考えに賛同いただき、お手伝いいただける一般社団法人ＣＡＢとい

う組織があらわれまして、慎重に協議を重ねた上で、９月に本町とＣＡＢとの間で農業・福祉・

観光連携事業の協定を吉仲三重県農林水産部長の立ち会いのもと締結いたしました。この協定

は新しい特徴のある作物を栽培することにより、次世代農業に関する研究・育成・生産を行い、

６次産業化を図りながら、直売所や観光農園なども含め多角的な事業展開を進めていくことを

企業と連携して行っていくというものでございまして、地域農業の活性化や地元特産品の開発

を行い、魅力ある地域づくりにつなげていくというものでございます。いずれにいたしまして

も、本町の農業は今までどおりのやり方では先細りをしていくしかないと危惧しております。

新しい稼げる農業に多くの人の力を借りながら転換していくことが必要と考えております。そ

こには雇用が発生するとともに、外貨を稼いで地域で循環するという仕組みが可能になってい

ます。これからは町内資産を有効に活用するということを図りながら、豊かな暮らしづくりに

取り組んでまいります。 

 ご質問の詳細につきましては、建設部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それでは私のほうからは先ほどの町長答弁、これを補足さ

せていただきます。この連携事業で最初に取り組む作物、これにつきましては、新しい栽培技

術により収益性の高い新種のミニトマト栽培など行ってまいります。また、ブドウ苗木の定植

これも行います。苺などのほかの作物につきましては、事業成果を検証しながら進めてまいり、

特色のある作物の選定も含め取り組むこととなってございます。 

 次に、特産品として何年後を目途にどれぐらいの収穫量を目指すのか、またその金額を示せ

ということでございますが、新種のミニトマトは１棟８００平米のビニールハウス２棟を建て

まして、苗木をバック栽培、これにより行うことで５月上旬から収穫、１１月末まで継続して

収穫をいたします。収穫量は１６．８トンを見込んでございます。販売収入としては、キロ約

２，０００円、収穫ロス１割程度を引いて約３，０００万円の収入を見込みます。また、ブド

ウにつきましては平成３２年からの収穫を目指しますが、栽培実績のございます栃木県との気

候・土壌等との違いから現時点では収穫量の把握は難しいとのことでございます。 

 次に、直売所はどの程度の規模で、目的・効果はとのご質問でございますが、直売所は木造

平家建て１４０平米程度の規模を計画しております。この直売所につきましては、観光農園等々

への多角的な事業を展開する上で、核となる重要な施設と考えてございます。フルーツパーク

につきましては、現在約６，７００平方メートルの畑地を借りあげ事業をスタートしますが、

まずは最初の事業運営をしっかりと軌道に乗せまして、その後フルーツパークとして拡張を図



っていただく計画でございます。いずれにしましても、この直売所やフルーツパークは本町の

観光資源、これになるものと大変期待しているところでございます。 

 次に、企業に町としてどこまでかかわっていくのかとのご質問でございますが、この農業・

福祉・観光連携事業の第１段階を先ほど町長答弁しましたけども、社団法人のＣＡＢ、この資

金で行っていただくことになってございます。事業を推進拡張していく過程で本町として担わ

なければならないこと、これが出てまいりましたら議会の皆様ともご相談の上、取り組んでま

いりたいと考えてございます。 

 最後に他の地域で耕作放棄地が見受けられるがその調査はということで耕作放棄地の話に変

わりましたけども、このご質問でございますが、耕作放棄地調査につきましては本町農業委員

会、これが農地法に基づき毎年１回、市街化区域を除く農地の利用状況調査を行ってございま

す。この調査では、土地の所有者に対しまして自ら耕作をするのか、農地中間管理事業を利用

するのか、だれかに貸し付けるのかなどの土地利用のご意向を伺います。これによりまして、

耕作放棄地となる前に対策を講じております。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（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   答弁いただきました。町の特産品を目指してブドウ・ブルーベリ

ーに力を入れていただいているということは以前からお聞きしてわかっていますが、今現在ど

の程度の進捗状況、先ほどもブドウ、３２年とお聞きしたような気がしましたが、その点で何

パーセントの進捗度かということをお聞きしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   ただいま実施しております農福観の進捗状況ということで

よろしいでしょうか。 

○８番（南部 豊君）   今やってる部分です。 

○建設部長（近藤 行弘君）   町のほうの今やってる部分ですね。わかりました。 

 ブルーベリー、ブドウにつきましては、３０年度、これを成果として検証できるようにただ

いま補助の管理に努めてございます。現在では２６年の１２月、これに植えつけをしました苗

木が順調に育っておるということで、２年が経過しましたことから、６０％程度の進捗率と考

えるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   今回ミニトマト・苺ということに取り組まれるということですが、

これは何か特別な品種にチャレンジされるでしょうか。これちょっとお聞かせ願います。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   先ほどもご答弁申し上げましたけども、まず新種のミニト

マトということで、農福観のほうでよろしいですね。 

○８番（南部 豊君）   名前は何。 



○建設部長（近藤 行弘君）   名前は栃木のほうではチェリトマちゃんというんですけど、

チェリトマちゃん、正式な名前はまだないとちょっとお聞きしてますけども。済みません。申

しわけございません。その中で新種のミニトマト、その後ブドウ、それから高く小売できるよ

うな苺ということで今は考えていらっしゃるということでございます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   これ以前もちょっとお聞きしたかなと思うんですが、ブドウ・ブ

ルーベリー、これめどが立ったとき１反当たりの反収、どのぐらいを見込んでおみえでしょう

か。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   ブルーベリーは全国平均の価格で今試算をいたしますと、

苗木１００本を想定して、約１３６万円の収入ということでブドウのほうは苗木５０本を想定

しまして約１８０万円の収入ということで見込んでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   今ご答弁をいただきましたこの金額、これすごい金額だと思うん

です。反収ブドウで約１８０万、ブルーベリーで１３６万、私も今年１町ほど米を作付したん

ですが、皆さんもご承知のようにほとんどもうからない。これで本当にいろいろなものを引い

てしまうといくらも残らない現状が今の東員町の、まあ水稲にかかわる農業だと思いますが、

町内の農家さんも非常にこういったことについては興味を持たれている内容だと思いますので、

もう少し詳しく、具体的にどのようにしたらこういう金額が見込めるのかちょっとお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   例えばブドウでよろしいでしょうか。これ個人シミュレー

ションというのが経営シミュレーションというのが出ておりまして、その中でさまざまな数字

を入れていくと数字がぱあっと出てくるというシミュレーションになってございます。収益に

関しましては、１本当たり５０房で０．９キログラム、これを２０株で９００キロ取れるとい

うことで、この９００キロ、これにつきましてはキロ１，０００円で売って約７２万、その他

の品種につきましては５０房で０．９キログラム、３０株で１，３５０キログラム、これを１，

０００円で売って１０８万円ということで合計１８０万程度になるという計算でございます。

あくまでもシミュレーションということですんで全国平均のシミュレーションです。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   今ご答弁いただいて、とても私の頭の中ではちょっとイメージで

きませんので、できましたら今の内容を書面か何かで少しいただくことはできますでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 



○建設部長（近藤 行弘君）   資料として私ども持ってますのでブドウ・ブルーベリー、

このシミュレーションご提出申し上げます。議長さんの了解をいただいて。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   書面でいただけるということですので、また少しそれで勉強させ

ていただきたいというふうに思います。 

 ９月議会で農業・福祉・観光の連携事業、これ計画説明がありました。直売所１カ所、ビニ

ールハウス２棟と説明を受けておりますが、広報とういんの１１月号ですね、ここでビニール

ハウスが５棟になっています。議会では、私聞いていないんですが説明されたんでしょうか。

当然計画変更等があれば事前説明はされるべきであると私は思っていますし、そして後でわか

ったことですが、９月２３日の調印式のときにはわかってたみたいですよね。この点について

はどのように、これただ単に説明忘れ、説明不足だったというようなことでしょうか。ちょっ

とそれお聞かせ願います。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   事業計画と当初ではまさしく２棟のビニールハウスを建て

てミニトマトと苺の栽培ということでやってございました。その中でこのＣＡＢ企業と協議を

進める中において、あちら様の事業計画の中で東員町で５棟まで増やしていってはどうかとい

うお話が出てきたわけでございます。栽培作物につきましては、先ほどご答弁させていただき

ましたけどもミニトマト、成果を確認しながら順次ほかの作物へと計画ということで、今の段

階では聞いておりますのは２棟、全体計画では５棟ということで聞いてございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   部長、私これ、ここでお聞かせ願うんじゃなくて、最近は行政の

方たちも結構事前説明とか前々に説明を受けてたような気がしてたんですが、やはり事前にそ

ういうことがあれば少しお聞かせ願いたいなというふうに思っていますし、今後もこのような

ケースはないようにしていただきたいのですが、行政として計画変更に伴う説明責任はあって

しかるべきだと私は思ってますし、事前説明がないまま、議論がないまま重要案件が進んでし

まう、あってはならないことだと私は思ってますので、しっかり説明していただきたいという

ふうに思っています。 

 今回の事業は建設費等は全て一般社団法人ＣＡＢさんがされるとお聞きしてますが、町が関

係するであろう負担がありますよね、上下水道・工事等インフラ整備にかかる費用はどのぐら

いを見込んでみえるのか、ハウスなんかが１カ所に集まっているのかばらばらなのか、５カ所

のハウス全て農業委員会さんも確認している放棄地なのか、この３点についてお伺いしたいと

思います。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   建設経費、これにつきましては一般社団法人ＣＡＢのほう

からそこの資金で整備を行っていただきます。その中で当然観光農園へと事業展開図る中で、



インフラ等の整備も出てくるものと考えてはおります。これにつきましては、必要に応じまし

て議会の皆様とご相談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申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   ハウスが１カ所に固まっているかということでございます

ね。ハウスにつきましては、約６，５００平米の中で今のところ５棟を１カ所で計画してござ

います。 

○８番（南部 豊君）   説明不足についてはどうですか。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   これにつきましては、現地もたしか視察行っていただいた、

総務建設常任委員会様のほうでした、だれでしたかね、やっていただきましたし、５棟につい

ても説明はたしかしたような思いがあるんですけれども、全体の中でしたかしてなかったかは

私記憶ございませんので、今後気をつけてございます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   現地は総務建設さんのほうではやられたと思いますが、議会全体

としてはそういったことはなかったように私は思っていますので、今後そういうことがないよ

うにしてくださいということでございます。 

 あと一般社団法人ＣＡＢさん、これ農業関係に実績のある民間企業さんですね。いわばプロ

の企業が東員町の農業のためにお力添えをいただくわけですが、町長も現地というか視察も行

っておみえだと思いますが、これ勉強もされておみえのことと思いますので、我が東員町とし

て農業政策の推進策として今後東員町の特産品づくりに継続していける施策であると、そうい

ったことについての自信について、そんなようなものがあればお聞かせ願いたいというふうに

思います。 

 町長どうでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   これは特徴、建設部長から答弁申し上げましたように、特徴の

ある我々としては素材というふうに思ってますが、をつくっていくということで、当然特産品

というものにつなげていければなというふうに思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   先ほど来、金額とかそういったものもお聞きしてるわけですが、

私もこの話が出たときに、木曽岬町さんの農家さんに少しお話をお聞きしにいきましたが、や

はりミニトマトにしてもそうですね、これ全てハウスでやられるんですかね。例えば路地物な

んかだったら全て雨なんかがかかってしまうと売り物にならなくなってしまうということもお

っしゃっておみえになりましたので、それとか例えば連作障害、それとかタバコガですかそう

いった害虫、ハウスの中の温度管理やら環境管理というのが非常に木曽岬町さん、ｿﾉｵｶさんで

気を使ってみえましたので、その点が一応私が心配になる点ですが、ＣＡＢさんがやられるこ



とですから、プロの企業さんがやられることですから、その点の心配はないと私は思っており

ますので。 

 あとは私の周りに少しこんな声がありまして、これも町長ちょっとお伺いしたいんですが、

なぜ今このミニトマトや苺が東員町の特産品として研究チャレンジするのかという声もあるの

も事実でございまして、今までいろんなことをお聞かせいただいたんですが、私の周りに少し

うまく説明できませんので、ちょっとこの点について町長に少し説明をいただきたいというふ

うに思っています。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   それを言われますと、じゃあ喜び農業推進事業でなぜブドウや

ブルーベリーに挑戦したのかというご質問と同じだと思うんですが、先ほども言いましたよう

に、東員町の農業米だけでは食べていけません。ですから、新しいものにチャレンジしていく

中で、どういうものがいいのかということを考えながらチャレンジをしていくということにし

たわけです。今回はミニトマト、あるいは苺とかブドウとかいうことがありますが、これはＣ

ＡＢさんが自信を持ってつくれるんだというものを我々もいろいろ話を聞いた中で、じゃあそ

ういうことにしようというように決めていったということでございますので、これでなければ

だめだということで決めたわけではございませんのでよろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   本当に農業関係に実績のある民間企業さんと一緒にやられるとい

うことで、私も非常に今回この制度に対しては期待もしてますし、この企業さんというのは東

員町の農業のために新規事業従事者の育成とか、農業による地域の活性化を行うことを目的と

しておみえになりますし、私は以前からお話しているように何かそういった形のあるものが東

員町に来ていただく、これについては大賛成でありまして、形のあるものを私は望んでいたわ

けですが、あとそうですね、ちょっと町長にまた最後にお聞きしたいんですが、ＣＡＢさんに

も多大な協力が得られるということで期待は込めています。でも少し厳しい言い方をあえてし

ますが、この事業に対して、東員町には一般農家さんが３５８件、担い手さん法人さん含めて

３２件、約３９０件の農家さんがあると思いますので、その農家さんとどのようにつなげてい

くのか、この辺のところのビジョンがもしあれば、少しお伺いしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   この事業の中には若い農業者、あるいは後継者の育成というこ

とも入っております。実際にこの事業進めていく中で、東員町内の若い農業後継者も一緒にな

って取り組んでいただけるということが出てきております。そういう面で町内の若い後継者を

育成していくという面でも貢献をしていただけるんではないかなというふうに思っております。 

 なお、数字とか細かいことについては窓口に来ていただければちゃんとお答えさせていただ

きますので、詳しいことは窓口へ来ていただいたほうがいいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 



○８番（南部 豊君）   ちょっと勘違いしないでください。こういった事業に対しては私

は非常に喜んでますし、こういった形のあるものができるということに対して、またこの点に

ついては非常に頑張っていただきたいというふうに思いますので、また、今回特にこの事業は

企業さんが資金投入をして実施していただけるという事業ですから、特に本当にこれが実現す

れば東員町にとってもすばらしいことだと私は思っています。町長は先ほども言われましたし、

よく言われる水稲、米や麦・大豆では農業に未来はないというようなこともおっしゃってみえ

る。稼げる農業を目指すということをおっしゃっておみえになります。これは私も十分もう理

解できますし同感でありまして、しかし農家さんというのは急速に変われない事実というのも

ございまして、行政にはそのときそのとき、タイムリーな政策を打っていただいて前に進めて

いただきたいというふうに思っています。 

 続きまして、２項目の高齢者の運転免許証返納についてお伺いいたします。 

 今年３月には７５歳以上の高齢者が免許の更新の際に記憶力や判断力を測定する認知機能検

査という強化を柱とする改正道路交通法が施行されます。認知症のおそれがあると判断された

人は医師の診断の義務づけ、認知症と診断されれば運転免許証が停止、もしくは取り消しにな

ります。そこでお伺いしたいと思います。今回テレビ・新聞等で高齢者の方々の悲惨な交通事

故報道に心を痛められている皆様もたくさんおみえになると思います。運転に不安を感じる高

齢者ドライバーは自動車運転免許証を自主的に返納できることが１９９８年の改正道路交通法

で制度化されています。 

 お伺いします。１点目、高齢者運転免許証自主返納制度により、各県・市町では運転免許証

を自主返納された高齢者の方へいろんな特典・サービス事業を実施されていますが、東員町は

どのような支援をされているのか。 

 ２点目、町の取り組みとして今後どのようなことができると考えているのか。 

 ３点目、地域の声を生かすため、社会福祉協議会が地域座談会が行われてその声の中に医療・

買い物車両があれば便利ということで今やられている事業もあるかと思いますが、今後行政と

して政策の中にどのようなことを取り入れられる、そんなようなお考えがあるのかないのか、

まずその点をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   高齢者の運転免許証返納についてですが、総論について私から

お答えを申し上げます。 

 高齢者の運転による事故のニュースが毎日のように報道されておりまして、今では大きな社

会問題になっております。警察庁の統計では、平成２７年の７５歳以上の免許保有者は全国で

４７７万９，０００人以上、平成３０年には５３０万人を超えるという推計も出されており、

さらに高齢運転者が増えてまいります。平成２９年３月には改正道路交通法が施行され、高齢

運転者対策の推進が図られます。高齢で運転している方の多くは健康状態もよく、安全に運転

しているものと考えております。一方、運転に不安を感じ、運転を断念せざるを得ない方もお

みえになります。そのときに生活の質を下げることなく安心して運転免許証の自主返納を選択



していただける環境づくりが大切であると考えております。本町では公共交通政策の充実を図

っているところではありますが、公共交通だけではこうした全てを担うことは困難であると考

えております。共助での環境づくりと合わせて対策を進めていくことが重要でございます。例

といたしまして、伊那市ではＮＰＯ法人とスーパーマーケットとが連携をいたしまして、買い

物難民が多い地域へ小型ワゴン車を出して高齢者の送迎をしているということですが、その費

用はスーパーマーケットが負担していると聞いております。また小諸町ではこれは実験的にで

すが、リクルートから無償貸与された電気自動車を公共交通のない１つの地域に配備をいたし

まして、その地域の人が運転することで高齢者等が利用できる取り組みをしています。本町で

も本年１０月から社会福祉協議会が自治会へ小型自動車を貸与いたしまして、地域のボランテ

ィアにより免許を持たない高齢者の買い物等の支援をする取り組みが中上地区で始まりました。

このように町民生活の充実を図るには公共交通の充実は欠かせませんが、それには限界もあり

ます。今お示しさせていただいた事例のように、みんなで考える共助を取り入れ、相乗効果を

発揮できるような仕組みづくりが必要であると考えており、これからもさらなる調査研究をし

てまいりたいと考えております。 

 詳細につきましては、総務部長から答弁をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤博重総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   私からは個々のご質問に対しまして、公共交通の観点から

答弁をさせていただきます。１点目と２点目のご質問にあわせてお答えをいたします。 

 高齢者の方が運転免許証を自主返納された場合の特典については、現在のところ本町では取

り組みを行っておりません。免許証の返上を促す独自の取り組みを行う自治体や、返納された

方が持たれる運転経歴証明書を提示された方に対し、お買い物の割引などのサービスがあるこ

とは承知をしております。オレンジバス導入前の東員町では特定の地域を無料のバスが運行し

ておりました。そこで高齢者や通学生等の交通弱者の日常生活の足を確保することを目指しま

して、料金は距離や乗りかえに関係なく、１００円に設定して平成１７年に運行を開始してお

ります。バス運行の収支を見たときに、１００円の収入を得るのに国の補助金を加えても４０

０円以上かかっているのが現状でございまして、免許返納を促すための手段としてオレンジバ

スの料金に手を加えることは厳しいと考えております。政府の会議では認知症対策を強化した

道路交通法の改正や社会全体での高齢者の生活を支える体制の整備の必要性につきまして、総

理大臣も言及しておりまして、国の動向をしばらくは見きわめたいと思っております。高齢者

が運転免許証を自主返納できる環境づくりは、大変重要であると考えておりまして、今後も高

齢者の皆さんが生活の一部として使っていただける公共交通の仕組みづくりに努めていきたい

と思います。 

 ３点目のご質問にお答えいたします。１０月１日からのオレンジバスのルートとダイヤの変

更は、限られた３台のバス車両を効率的に運行することから、私どもも苦渋の選択でございま

したが、ご利用の少ないルートを一部廃止させていただきました。バス停が廃止され、買い物

に行くのに不便さを感じる方がみえるとのことから、中上地区では移送ボランティアを立ち上



げていただき、１０月１５日から月１回の運行を試験的に始められました。まさに共助の取り

組みを実践し、公共交通を補完いただいております。本町としましても、この取り組みが継続

されましてさらに町内に波及効果があらわれますよう期待しているところでございます。 

 ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。町として運転免許証返納について何か相

談された、また何件ぐらいあったのか、もしあれば教えていただけます。 

○議長（三宅 耕三君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答え申し上げます。日常の関係で免許を返上されるとい

う方のご相談の件でございますが、確かに地域包括支援センターのほうにその家族の方から、

といいますのは運転するのが危険であるとかそういうことで家族の方からご相談いただいてい

るのは数件ございます。実質何件あったかというのは現在集計はしておりませんけれども、そ

ういった家族からのご相談があるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   東員町としては今支援策というものは何もまだされてないという

ことですよね。日本全体に言えることですけども、利便性を重視する余り歩道や自転車専用道

路、十分に整備されていない、歩行者が安心して歩ける道路が少ない自動車優先社会になって

おり、これが事故を生みやすくしている要因の１つだと私は思っています。 

 東員町でも公共交通機関の交通網はまだまだ不十分、で私たちの足にはなり得ないのが現状

であると私は思っています。今後国や自治体では運転免許証の自主返納を促す取り組みを進め

ていくようになりそうですが、東員町でもそういったことに対して何か補助や支援策を考えて

いかなければならないと私は思ってます。そして、こういったことに対してこれからも現状把

握を含めた研究調査も必要と思われますが、限られた財源の中でやっていくわけですので難し

い問題がたくさんあるかと思いますが、町として何かお考えになってるようなことがあればお

答えいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   非常に難しい分野でございますが、公共交通、今のコミュ

ニティバス、オレンジバスについては先ほど申し上げたところでございますが、もう一つこれ

とは異なる福祉有償運送介護タクシー、こういった制度がございます。さらにその間を補完す

る役目としてＮＰＯさん、また先ほどの中上自治会での取り組み、こういった共助、こういっ

た分野がやはり育ってこないと全般的な高齢者対策というのは非常に難しい、行政だけではや

はりできないというのが限界でございまして、お助けネットさんそういったところもございま

すが、そういった仕組みづくりの立ち上げ、そういったところには御協力させていただきたい

たいな、そんなふうに思っております。 

 以上でございます。 



○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。今、他自治体では運転免許証の自主返納

に対して今部長が言われたもの以外に、市営バスの割引、それから福祉タクシーの補助、補助

券なんかを出したりホテルレストランの割引、引っ越し料金の割引、補聴器等の購入割引など

一部の地域ではいろんな支援、そういった割引があるというようなことがありますので、少し

参考にしていただきたいなとも思うんですけど、先日員弁警察署、運転免許課に自主返納につ

いて問い合わせをちょっとしてみました。これについては、まず、本人でなければ運転経歴証

明書の発行はできない、ただ単に返す場合でしたらどなた代理人でも結構だそうです。運転経

歴証明書をいただこうと思えば本人が来てくださいと、それと運転免許証が有効期限内である

こと、そして本人はもちろんですが、運転免許証・印鑑・１，０００円、これ申請手数料です

ね、というものがかかり、写真なんかは警察のほうで撮っていただけるということですので、

あと受け取り、これは申請された後３週間ぐらい時間はかかるそうです。これは員弁署の場合

ですよ、そのときには代理人でもよいということでしたので、詳しくはまた員弁署のほうまで

聞いていただくといいかなと僕思います。少し本題に戻しますが、今後運転免許証返納を政策

として推進していかれるのか、されないのかという問題もありますが、高齢者ドライバーによ

る事故が後を絶たない、先ほども言われましたように安倍首相ですね、さらなる事故防止検討

策を表明して対策に本腰を入れ始めたという報道もありました。高齢者の方々の自主返納は非

常に難しい問題もあると私も思ってますし、先ほど部長もおっしゃいましたように環境整備が

整っていないというところもあります。断腸の思いで高齢者の方が返納していただいた、しか

し明日からどうしよう、明日からどうしようというような現実が待っているのも事実でありま

す。この点について東員町として非常に頑張ってはいただいてはおりますが、環境整備を待っ

ていてはいつになるかわからないことですので、ひとつ、少し取り組まれるような前向きなそ

の何か答弁を私はいただきたいなと思うんですが、その点についてはどうですか。難しいです

か。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   実は個人的で申しわけないです。私自身も身内をこの６月

に返納させました。ただ、そこに至るには１年ほど実は家庭内で苦しいやりとりをしておりま

す。先日福祉部長ともこの話をこの案件で話をさせてもらっとるときに、やはり免許証返納に

当たる認知症の方、異常がないというご自身の感覚がありまして、それを説得するのに相当家

庭では苦しまれる、そういったものが実情にあるようです。これにつきましては、ご家庭の取

り組みは継続してやっていただく必要がございますが、やはり社会もこの環境整備、国もやは

り積極的に動いていただかないと難しいのではないかと、また先ほどの答弁でも申し上げたよ

うにコミュニティバスを当初の設立・運行自身が高齢者を含めた弱者のためのバスというふう

にきております。そういったことからコミュニティバス・オレンジバスを返上に伴って何らか

の割引、これについては今のところやはり厳しいとそういう認識でおります。 

 以上です。 



○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   ありがとうございます。部長のお身内も返納されたということで

すので、今後こういった課題は必ず出てくると思いますので、これ交通事故を起こした人たち

も起こされた方たちも本当に大きく悲しい現実が待ってますし、これなくならないのも事実で

ありますし、事故は高齢者だけに限っていません。我々の年代もまた、若い方たちも当然事故

はあるわけですから、そういった面に対してまた少し、いろいろまたお考えいただきたいとい

うふうに思ってます。私今年の３月議会において、公共交通オレンジバスのダイヤ改正に伴い、

現行の中型バス３台を小型化できないか、１０人乗りの小型乗用車の導入なんかもちょっと提

案させていただきましたが、これは以前から私はこの考え方は変わっていませんし、そしてそ

のときに今の２３自治会に自由に使用できる医療・買い物車両、こういったものが考えられな

いか、そしてその運営経費・管理費等はそこの自治会でお考えいただく、こういったこともう

ちの自治会は要らないんだというところもあるかと思います。そういうところは別として、そ

ういった経費とか運営方法、利用規定、全て各自治会にお任せする、まず第１歩として、初期

投資として２３自治会に１台ずつの、そういった自由に使える医療・買い物車両が貸与できる

ような形があればいいかなというふうに私は今でも思ってはいるんですけれども、そういった

ことがある程度完備されれば、高齢者の方々の生活環境や体制の補助についてこういったもの

がつながっていき、自助・共助、心のつながりも見えてくるのではないかなと私は思っていま

す。この点についてはいかがでしょうか。今すぐできない問題かとは思いますが、少し次のダ

イヤ改正ぐらいまでに少しテーブルの上に乗っけていただいて、こういったことについて議論

いただくということ、いかがでしょうか。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   オレンジバスにつきましては、現在３台のバスでございま

すが、今後も同じサイズのバスが要るかということにつきましては、もう少し違った取り組み

方があろうと思っております。また、公共交通との共助につきましては、先ほど町長からいろ

んな取り組みについてご紹介もありましたように、私どももう少し時間をかけて勉強させてい

ただいて、調査研究をさせていただきたい、それに合わせて車両の更新についても考えさせて

いただきたい、そんなふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   南部議員。 

○８番（南部 豊君）   先ほども答弁いただいた中に、中上地区で今１０月１５日ぐらい

から始まった、今１１月１５日、今２回ぐらい社協さんの車両で、買い物車両ですかね、今実

施されてるということもお聞きしてます。こういったことが広く皆さんに波及していけば、そ

れなりにやはり高齢者の方たちの足になったり、そういう共助の点でも少しいろいろ東員町と

して見えてくる点もありますので、ぜひお考えいただいてぜひお力を入れてやっていただきた

いというふうに私は思っています。行政の皆さんにはいろんな私たちも無理なことを言うこと

多々あろうかと思います。しかし、そのときにできない理由を探すより少しでもできる可能性



のある言葉を見つけていただきたいという努力を私は期待しているわけですが、私たちは子や

孫たちにやはりこの東員町をつないでいかなければなりません。高齢者の皆さんの環境がよく

なるということは、しいては若い人たちにもつながっていきます。これは間違いなく私はそれ

を信じています。またそれをしなくてはならないと私は思っています。皆さんとともに、町民

の皆様の声が反映される東員町づくりを皆様と一緒につくっていきたいと私は思っています。 

 これで私の本定例会の一般質問を終わらせていただきます。 

 


