
○１０番（鷲田 昭男君）   １０番、鷲田。 

 議長のお許しをいただきましたので、ただいまから質問をさせていただきます。 

 私のほうからは次の４点について質問をさせていただきます。 

 １つ目、公共施設等の今後の計画について。それから２つ目、ごみ問題について。３つ目、

高齢者の介護について。４つ目、交通安全についてであります。 

 それで、午前中に同僚議員からいろんな質問がございましたので、重複するところがあれば

答弁は省略してもらっても結構ですのでよろしくお願いいたします。 

 それでは１点目、公共施設の今後の計画について質問をいたします。 

 公共施設につきましては、現在の財政状況の中では新しく建設するということは非常に難し

いというふうに考えております。それで、６月議会の質問でお尋ねしましたが、今後いろんな

形の改修計画を立てることになろうと思いますが、６月から１２月までですので、期間は余り

なかったということでございますので、どの程度私がお尋ねしたその計画等が今までにでき上

がったのかお伺いをいたします。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   先ほどの公共施設等の今後の計画についてのご質問にお答え

をいたします。 

 現在、本町におきましては庁舎・文化施設・学校教育施設等の多くの施設を所有しておりま

す。このうち、これらの施設の大半は建築後３０年を経過しており、今後急速に進む施設の老

朽化への対応においては、町の財政に大きな負担となることが課題となっております。これに

対応するため企画調整委員会を設置いたしまして、次年度以降の３カ年の事業計画の必要性や

費用対効果を検討しながら、計画的な事業実施に取り組んでおります。先ほどありました６月

議会においてご質問がありました、平成２８年度から３２年度までの５年間にかかる費用につ

きましては、先ほど申し上げました企画調整委員会の３カ年の事業計画を基本に財政当局が各

部教育委員会から別途聞き取りを行い集計しているところですが、町が実施しなくてはならな

い事業には施設改修のほか、道路・橋梁等の維持改修費用も大きなウエートを占めておりまし

て、これらを合わせた投資的経費は１年平均で約６億６，０００万円程度を見込んでおります。

今後も企画調整委員会等において施設整備の必要性を精査しながら事業計画を見直し、経費の

平準化等を行ってまいりたいと考えております。 

 また、先般全員協議会でも御報告いたしました、町において公共施設等総合管理計画を今年

度中に策定をする予定でございまして、この計画案では厳しい財政状況を踏まえまして、公共

施設の一層の長寿命化や維持管理コストに徹底した削減などに取り組むことにしております。 

 さらには、今後活用を見込めない施設などにつきましては統廃合などの検討も進めてまいり

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。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田昭男議員。 



○１０番（鷲田 昭男君）   るる説明をいただきました。二、三ちょっとお伺いをさせて

いただきます。 

 企画調整委員会というところで３年ぐらいのスパンで今後計画をされるということですが、

この企画調整委員会なるもののその組織の内容、例えばどういう人が入っとるんかちょっとお

聞かせいただきたいのと、この３年計画というのがどれぐらいの期間、例えばあと半年ぐらい

たてば大体のものができるのかということがわかればお伺いをしたいというふうに思っており

ます。まず、この点だけちょっと答弁願います。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   それでは企画調整委員会についてご説明させていただきた

いと思います。 

 まず、この組織につきましては平成２３年につくりました総合計画、これの実現を目指しま

して政策の絞り込みを行っております。今年ですと９月から１０月にかけまして組織メンバー

としましては、町長以下部長以上の、町長入れまして三役、部長ですね、で構成をしておりま

す。この３年につきましては、今年度分の実績半期を見まして２９、３０、３１どのような予

算が必要になってくるか、どういう事業をしなければいけないか、それを聞き取りをした上で、

それがどうしても２９年度にしないといけないものか、また翌年に送ることができないか、そ

ういった見きわめをする場にしております。 

 それにつきまして、金額的な集計は今現在作業としてほぼでき上がっておると、そんな状態

でございます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田昭男議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   大変な作業ということで理解はできますが、もう一つだけ教

えてください。この計画の中でどういう点が、例えば財政的な面の中でどういう部分が大きな

ウエートを占めとるのか、例えば道路部分とか、あるいは学校部分とか、もしそれがわかれば

お答え願います。 

○議長（三宅 耕三君）   齋藤総務部長。 

○総務部長（齋藤 博重君）   先ほど副町長の答弁の中にありました１年平均で６億６，

０００万円程度ということでご説明させていただいたところですが、これにつきましてはやっ

ぱり平均でならした上での話でございまして、やはり建物施設の改修が大半を占めているとい

うことと、それ以外に道路の補修・橋・橋梁の改修、そういったものが主なものでございます。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   建物それから道路部分とかいうことで理解いたしますが、よ

く聞くんですが今後保健センターの改修もあるんですが、衛生上の施設といいますかね、トイ

レというかそういうのが非常に金額がかかるんだということをお聞きするんですがその点はど

うですか。副町長ちょっとわかっておればお答え願いたい。 



○議長（三宅 耕三君）   小川副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   先ほどのご質問にお答えいたします。 

 確かに学校教育施設の関係で、トイレとか例えば体育館の避難場所になってる場合もござい

ますので、そのあたりのトイレが昔風の和式トイレ等もございまして、それはやはり高齢者の

方も避難をこれからは多く考えられますので、今の洋式のトイレに改修するということもかな

り多くのウエートを占めるだろうというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   非常に難しい問題ですので、またその都度その都度議会にも

相談をしてもらいながら、できるだけ費用対効果が出るような形で進んでいただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは次、２点目、ごみ問題について質問をいたします。 

 ごみ問題についてでありますが、生ごみについては現在固形燃料化してＲＤＦ施設で処理を

していただいておるというところでございます。ところが、皆さんご存じのように平成３２年

にはこの施設は全く新しい施設にその生ごみ等を燃焼することということに変更になります。

この新しい施設に変わることで、ごみ対策の方向性というか、あるいは内容等で変更になるの

かお伺いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤通数生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   鷲田議員のごみ問題についてのご質問にお答え申し上げま

す。 

 三重県によるＲＤＦ発電事業が平成３２年の末で終了することに伴い、平成３３年度以降は

現在のＲＤＦ化方式による可燃ごみ処理にかわり、現在建設に向けて準備を進めております新

しい新ごみ処理施設によって焼却方式による可燃ごみ処理を行うことが決定しております。新

ごみ処理施設は安全面や環境面はもちろんのこと、経済面にも優れ、桑名広域清掃事業組合構

成市町ではごみ処理経費の節減効果にも期待しているところでございます。議員ご質問の新し

いごみ処理施設に変わることで、ごみ処理、ごみ対策は変わるのかとのご質問でございますが、

新ごみ処理施設は可燃ごみをＲＤＦ化している部分が焼却方式へと変わるものであり、新ごみ

処理施設に変わることによる収集方法の変更やごみの減量の方針、分別方法などに何ら変更は

ございません。しかし、将来にはごみ処理にかかる経費には生産性がなく、可能な限り減らす

べき経費と考えておりますことから、さらなるごみ減量に加え、ごみ収集の回数や方式につい

ても見直していかなければならないと考えております。 

 現在その場合の問題点や課題などを把握するためのアンケート調査を実施しているところで

ございます。 

 今後もまずはこのごみの総量を減らすことを第一に、生ごみについては引き続き水切りの徹

底と堆肥化の推進を、プラスチック製容器・包装・瓶・缶・ペットボトル・紙・布、再資源化

できるごみは徹底した分別を行い、ごみの減量を一層推進することにより、さらなる経費の節



減と環境負荷の低減を目指してまいります。 

 町民の皆さんには、引き続きごみ減量に対するご理解とご協力をお願い申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   二、三質問をさせていただきます。生ごみの処理費用につき

ましては、これまでは言われておりますようにＲＤＦ化するということで少し手間がかかって

おります。今後については、３２年以降はこれを全部燃やすということなんですが、ちょっと

私が調べさせてもらったところによりますと、２７年度におけるごみ処理費用、１世帯当たり

が約２万円ちょっとということをお聞きいたしております。これを東員町の世帯数で掛けると

年間の町の負担が出てくるわけなんですが、今後これが変わることによって、これはＲＤＦ化

するということでこれぐらいかかるんかなということだと私は判断しとるんですが、これが燃

焼方式に変わると金額的に比較できるものなのか。もしできたらどういうふうな金額面で比較

ができるかお尋ねします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   済みません、細かくではなくて大きな金額でというか、大

きな面でお答えさせていただきます。 

 平成２８年度桑名広域への負担金がまず数字でいきますと３億２，０００万ほどの負担をさ

せていただいております。これが新施設移行になりますと、今のこれは計算上の金額です、ま

だ見積もりといいますか入札が終わってませんのでこの金額になるかはちょっと定かではない

部分になるんですが、約２億２，０００万ほどで、全体的に新しい施設に変わることによって、

１億円ほどの負担の減額になるということの計算でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   そうしますと、単純に計算をするとＲＤＦ化するのと燃焼す

るのと比較すると、今おっしゃられたように負担金云々ということなんですが、ごみ自体の比

較は焼却するのとＲＤＦ化するというその差というのはなかなか出てこないということですか

ね。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   ここでは今の負担金の中ではそういった形の分類をされて

の請求が出ておりませんが、広域への問いかけをして聞けるかもわからへんのでその辺の質問

をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   ３２年ということですので、なかなかその先の計算もできな

いということだと思いますが、例えば町民の方から新しい施設がつくったときに、前の施設と

金額的にどうなんやということは恐らく聞かれると思うし、町民の方もそれは関心があると思

いますので、今後できるだけそれが行政のほうから答弁ができるような形に私はしておいてほ

しいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、ごみの中でも生ごみはこの削減についてはなかなか難しいというふうなことはだ



れでもわかっておりますが、その中で現在生ごみの堆肥化事業というのが行われておりますが、

ごみ削減、生ごみの削減の中でこの堆肥化事業について行政としてはどのような今後の見通し

を立ててみえるのかお伺いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   今現在うちのほうのストックヤードの場所で生ごみの回収

をしながら堆肥化にしてもらってますボランティア等がございます。今現在３００世帯を超え

る世帯に対しての生ごみを収集していただいて処理をしていただいて、その堆肥を回収された

ごみを出していただいた方に返しながらそれを還元していると、大変喜ばれている状況でござ

います。ただ、数的な限界もありますし、また施設的な問題、またメンバー構成もいろいろ今

後課題の面も多い中なんですが、これはできるだけもし増やせるもんなら増やしてもらう形に

はなると思うんですけども、一旦このやっていただくことについての明らかにごみ処理経費に

ついては軽減をされておりますので、続けてもらいたいという意向は伝えさせていただきます。

ただ、それに対する町に対しての対応なり、またその団体の対応、それをいろいろ協議しなが

ら今後も続けていきたいというふうに考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   生ごみの削減については、このごみの堆肥化以外にほかにた

くさんいろんなことをやっとれば私はそれはそれとするんですが、なかなかその生ごみ削減の

対応策というのもなかなか出てこないんですね、ですから私は今部長おっしゃるようにもっと

積極的に町民の方にそれがＰＲできないかなと、私も実は去年からですかね、協力をさせても

らっておるんですが、それをもっと町民の方に皆さん方がアピールしていただいて確かにあれ

１年間やるとなると非常に難しい時期もございます。しかしながら、その時期は何もしなくて

もいいんで、家庭でできるその時期だけでも町民の方にやっていくようなもう少し力強いアピ

ールがないと、あ、やってもうとるわ、数はこんだけや、まあこの程度でええわなということ

では私は生ごみの削減にはならないと思いますので、もっと積極的な応援をできないかなとい

うふうに思うんですが、そこのところはどうですか。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   ご提案いただきましたその季節的にでもということはかな

り有効な部分になると思います。やはり夏なり虫の多い時期とか腐る時期になかなか難しいと

いうところがあって、一歩踏み入れていただけない方が多いものですから、おっしゃるとおり

季節のいい時期に、こういった時期ならばそれほど気にならない、住居もありますのでその辺

はうちのほうもＰＲに加担させていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   その点ひとつよろしくお願いいたします。 

 それと、新しい焼却施設に変わると同時に、今部長答弁の中であったんですが、収集方法に

ついても検討するということだと思うんですが、その検討内容、どのような、要するに方向性

で、いやいや今と一緒のやり方をするんだとか、あるいはもう少しこういうふうに変えるんだ



ということだと思うんですが、その方法をちょっと教えていただきたいんですけど。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   まず収集方法でございますけれども、今分別については変

わらないというところでありますし、いろいろ違う部分としましては、在来地区につきまして

はステーション方式で、団地につきましては各戸収集という形でやらさせていただいておりま

す。その違いの中で、もしうちのほうの考えの中はいろいろ案はあるんですけども、まずアン

ケートを今回出させてもらうこと説明させていただきましたけども、アンケートの中にもうた

わさせていただいて、収集の中でどの辺に問題点があるのかというところをお聞きして、その

問題点が解消すればもうちょっと違う形の収集ができるというようなところを探っていきたい

というふうに考えております。 

 僕らのといいますか私の担当の部分の中の考えとしましては、まずできたら団地の方の部分、

両サイド収集していくんですけども、ご協力いただいて片側に集めてもらうというだけでもい

ろいろな経費が変わってまいりますので、ひとつ段階でそのような考えを持ってます。これは

すぐに実行できるのかどうかわかりませんけども、まずはそういうような形をしていただける

とごみの収集の経費は削減できるというふうに考えております。まあ１つの例でございますけ

れども。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   経費の節減という意味からいけばそれも１つの方法かなと思

いますが、これからよく言われますので高齢者の方が多くなりますので、なかなか難しい問題

ですけれども、今部長が言ったように経費節減については１つの方法かなというふうに理解は

できます。 

 あと、ちょっと２点ばっか教えてほしいんですけども、ごみの中に雑紙というのがあります。

これはごみの中でも数パーセント、かなりのこれパーセントを占めとるんですけども、現在雑

紙の収集する場所というのは限られております。その限られておる場所ですと、やっぱりごみ

と一緒に雑紙も入れてしまうというふうな方が僕はかなりあるんじゃないかなというふうには

思っとるんですが、もっとその雑紙を捨てるというか置きに行く場所が多くならないものかな

というふうに思っとるんですけども、当然多くすれば経費も要りますが、それこそ経費と効果、

費用対効果で考えないかんですけれども、ごみを減らそうと思ったら何か考えなければなかな

かごみは減っていきませんので、そういうその場所を増やすというところについてはどのよう

に考えてみえるのかお答えをいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   伊藤生活部長。 

○生活部長（伊藤 通数君）   おっしゃるとおりでございます。今現在は各自治会の中で

常時、紙・布、布はまああれですけど、雑紙とか新聞を受け入れる場所を設定していただいて

いるところがございます。まあ７つの自治会、あと１自治会は１週間だけスパンを決めてとい

うところです。それと、民間のほうも受ける場所があります。当然ストックヤードは月・火は



休みですけども、これはほぼ１年中開いてます。そういった中で処理はされていきますけども、

やはりなかなか日常生活の中でこれだけを分類するというところが大変ではありますけども、

おっしゃるとおり、各自治会においてやっていただく部分をもうちょっと広めていただくとか、

また各ステーション方式でやってます自治会の空きスペースがあればいつでも受け入れるよう

なところをまた自治会のほうにも提案させていただきたいというふうに考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   ごみ問題ということにつきましては、非常に重要な町にとっ

ても問題と思うんですが、町長もごみ問題ということについては、重要な課題ということで考

えておみえと思うんですが、現在、今後も含めてどういうふうに考えてみえるのかご意見があ

れば町長のほうから伺いたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   ごみについては、可燃ごみを減らすということを目標にやって

いくということになると思うんですが、御承知のようにその中の半分は生ごみです。この生ご

みを減らすことが１番効果的な対策になるというふうに思ってまして、私就任当時から何とか

生ごみの全戸収集、別にしてできないかということで取り組んでまいりましたけども、最初そ

れを踏み出したときには少し減ったんですよね、生ごみ。全体的に可燃ごみが減りました。と

ころがなかなか難しいということになって、町民の皆さんのご協力もなかなか得られにくいよ

うな状況になってきて、もう一回仕切り直しせんならんなというようなときになって、二、三

年経過してるんですが、そうしたらまた可燃ごみの量が少しずつ増えてきたという非常に残念

な結果が出ております。まだまだ生ごみを全戸で集めるということを諦めたわけではございま

せんので、何とか方法を考え出していろんな方にご支援、あるいはご協力いただいて何とかそ

ういうことができないかなということを考えていきたいというふうに思っております。ただ、

一遍にできるわけではないんでどうしたらできるかということ、やっぱり公平性の原理からい

ったら一部だけでやるんではなくて全体でやるということが大切だというふうに思ってますし、

方法をこれからまだまだ考えていきたいなというふうに思ってますので、町民の皆さんにはぜ

ひまだ諦めてないということでご理解いただいてご協力をいただければなというふうに思って

ますので、またご提案をさせていただいたときにはご協力いただきたいというふうに思ってま

す。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）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   ごみ問題は非常に難しい問題です。行政の方も大変だと思う

んですが、このような財政状況の中で今部長が言われたように経費も節減しながらごみも減ら

すということ、大変難しいんですが努力をしていただきたいというふうに思っております。 

 それでは次に３点目の質問に入らせていただきます。高齢者の介護についてということでご

ざいます。全国全ての地域・区域においてお年寄りの方はだんだん増加しております。私もお

年寄りの一員でございますが、だんだんこれは増えていくのは既定の方向性であります。元気

な方ばかりであればいいんですが、当然お年寄りが増えてくれば、介護に必要な方も多く出て



くるのはこれは必然的な結果だと思っております。特に現在は、以前のように自分の家で介護

するということは後でも聞くかと思っておるんですけども、なかなか家庭では介護する家がな

くなってきている。これは事実でございまして、ほとんどないような形だと思っております。

そこで、特に独居老人家庭、あるいは老夫婦家庭について今後どのような介護を考えているの

かお伺いをいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   松下文丈福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   高齢者の介護についてお答え申し上げます。初めに本町の

高齢者の介護保険利用者状況につきまして報告させていただきます。 

 本年９月末現在、６５歳以上の第１号被保険者数は６，９６６人、うち要介護認定者数は７

６８人、認定率は１１％でございます。認定者のうち、特別養護老人ホームなど施設を利用さ

れている方につきましては１２７名、ヘルパーやデイサービスなど在宅サービス、自宅などで

の利用者数は５４７人となっており、本町における介護サービスの利用状況は施設サービスの

利用は低く、在宅サービスの利用が約７割と高い状況になってございます。 

 しかしながら、今後は７５歳以上の高齢者が急増し、ひとり暮らしや老夫婦世帯など高齢者

のみの世帯が急増することから、施設サービスを含め介護サービスの利用が急激に増加するこ

とに合わせて介護保険料に大きく影響することも予測されます。ひとり暮らし高齢者が介護が

必要になっても自宅での生活を継続するため、ヘルパーやデイサービス、ショートステイなど

のサービスの利用に合わせ、福祉用具の貸与・住宅改修などによる住環境の整備、さらには介

護保険以外の高齢者施策による緊急通報装置の設置や、自動消化器・電磁調理器などの日常生

活用具の給付事業に活用いただき、安心した生活の継続を支援しております。その他、７５歳

以上の高齢者が急増する２０２５年を目指し、地域包括ケアシステムの構築に取り組んでまい

ります。主な取り組みといたしましては、医療と介護の連携については介護度が重度になって

も継続して在宅生活ができるよう、さらには在宅で最後までみとることができるよう、医療と

介護の専門職が連携を図り、在宅医療の推進を目指しております。 

 認知症対策の推進については、認知症に対する普及啓発や認知症初期集中支援チームによる

認知症者に対する早期支援など、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに取り組んで

まいります。生活支援体制整備については、高齢者福祉や介護保険制度の充実のみならず、現

在中上地区で取り組まれている高齢者の買い物支援など、地域や隣近所での支え合いの推進を

目指し、自治会、民生委員等地域の方々を中心に生活支援コーディネーターがアドバイザーと

なり、それぞれの地域の特性に応じた日常生活の軽微な困りごとに対する支え合いの仕組みづ

くりを推進しております。いずれの取り組みについても、住民の皆様のご理解とご協力なしで

はなし得ることができません。今後もそれぞれの取り組みの普及啓発に努め、いつまでも地域

で支え合い、健康で安心して暮らせるまちづくりを地域の皆様とともに推進してまいりますの

で、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   私が次に質問したいなというところのとこまでお答えいただ



きましてありがとうございますが、その中で２点ほどちょっと質問します。今現在介護が必要

な方が自宅において介護を行っている家庭というのは東員町でどれぐらい今いるのかわかっと

ったら教えていただきたいというのと、２点目、今部長がおっしゃられたように地域でいろん

な形で介護するというようなものは今後必要だと思うんですが、以前にも同僚議員が少しお話

があったと思うんですが、滋賀県の東近江市の永源寺地域というところで、地域で最後まで安

心して暮らし続ける地域づくりについてというお話を私どもが聞いてきたんですが、これも話

だけではなしに私は現実だと思うんですが、その最終的な目的が、今部長が申された東員町に

おいて自分の家がついの住みかになるような地域づくりというのは、現在この地域でもやって

おられると思うんですが、確かに今の部長の話では在宅今７割介護しとるということですが、

私はそんだけあるんかなという疑問があるのと、東員町で住まれて一生懸命東員町のために働

いて、最後に東員町の自分の家がついの住みかになるような地域づくりを私は望んどるんです

が、そういう形のものが今後考えられるかどうかお答えをいただきたいと思います。 

○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。在宅と施設サービスの利用状況の人

数でございますが、答弁でも申し上げましたように施設サービスの利用者数は１２７名、在宅

でのサービス利用というのは５４７名となってございますので、そのうち在宅では７割ぐらい

は在宅サービスで受けておられるというのが現状でございます。もう１点、安心して暮らし続

けられるように自宅での介護サービスが受けられるようにということなんでございますが、や

はり今現在いろいろな地域でも多少始まっておりますけれども、在宅における支援、それを生

活支援コーディネーターが座談会方式で地域の困りごととかそういったものを希望を聞いて、

その地域でできることを各地域で支え合っていただきたいというふうに考えておりまして、や

はり互助制度といいますか、地域ぐるみで皆さん地域の方で長く住んでいただきたいというふ

うに考えておりますので、その辺を活用いただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   部長がおっしゃるように地域で考えなさいということですが、

なかなかそういうことは一概に地域で考えよといったところが、地域で考える力があれば地域

で私はやっておられると思います。ですので、行政のほうでそんなに深くまではいきませんが

そういうヒント的なもので指導していただきたいというふうに思いますので、今後今いう介護

保険料も当然上がってきますので、それも含めて介護保険料をいかに安くするかということも

含めながら、健康で長生きできるような高齢者の人、地域づくりというかそれをひとつよろし

くお願いいたします。 

 それでは最後の質問に入りたいと思います。４点目、交通安全対策についてということでお

伺いをいたしたいと思います。町内には交通安全対策として、ガードレール、あるいは道路標

識など多くの施設が設置されております。特に、近年大型ショッピングセンターが東員町にで

きたこともあり、交通量も増加していると思います。これに伴いまして、安全対策が必要では



ないかなと思っておりますが、その安全対策について地域のほうからいろいろな要望が出てお

るのかどうか伺いたいというのと、これは同僚議員が昼まででも質問をされておりましたが、

特に高齢者の車の運転中の事故が多くなってきています。町としての対策をということですが、

交通安全についてはやっぱりもとは警察かな、そこが主体となってきますんですが、町として

交通安全に対して何か高齢者の方にできないかなということをお尋ねいたします。よろしくお

願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   近藤行弘建設部長。 

○建設部長（近藤 行弘君）   それではご答弁を申し上げます。１点目の交通安全対策に

つきましては、カーブミラーなどの交通安全施設の新設、これに加えましてその安全施設が機

能を損なわないような適切な維持管理を行ってございます。また安全対策に対する要望という

ことでございますけれども、これについては横断歩道の設置などについていくつかの自治会や

小学校からいただいてございます。その中でも信号機なんですけども、これは山田地区のゲー

トボール場の東の交差点ということで、信号機の新設の要望につきましていただいております。

これにつきましては、その要望のたびに現地確認を行いまして、また員弁警察署と協議を重ね

てまいったわけでございますけれども、優先順位の関係から大変設置は難しい状況ですという

ことで、大変申しわけございませんがご報告を申し上げます。しかしながら、通学路の安全確

保、これについては最重要課題として取り組んでまいりますんで、どうかご理解賜りますよう

にお願いします。 

 次に、本町として対応可能な要望箇所、これはカーブミラーやガードレール・区画線の設置

の修繕がありますけども、これにつきましても現地の確認を行い、また実際に車で走行しまし

て必要と判断した場合は関係機関と協議しながら設置いたしております。 

 次に２点目の高齢者の運転中の事故対策についてでございますが、昨今高齢運転者によって

幼い命が奪われるなど痛ましい交通事故が多発し、高齢運転者による交通事故防止対策が全国

的にも問題となってきております。本町としましても、例外ではないと考えておりますので頑

張ってこれから取り組んでまいりたいと思います。またその主な取り組みとしましては、これ

は員弁警察署、本町の交通安全推進協議会、これらと一体となりまして大型ショッピングセン

ター等での高齢者を含めたドライバーに対して啓発活動、これを重点的に行っているところで

ございます。また運転免許証の更新事務を行っている員弁警察署、これにおきましては要請が

あれば地域へ出向きまして講習等を行うということでございますので、これも活用していきた

いと思います。いずれにしましても、引き続き員弁警察署と連携し、自治会や各種団体への啓

発活動、講習会等に行ってまいりたいと考えておりますので、どうかご理解賜りますようによ

ろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   答弁の中で当然高齢者の方の啓発については警察が主体にな

ると思うんですが、部は違うかもわからんですが、いつ何時高齢者の人の運転で、特に学生の



通学路で事故が起こる可能性というのはこれは必ず私は来ると思っています。というのは現実

に私の山田地区の北から南まで見ていますと長深のほうから自転車でやってみえる方が山田の

市内を入って、ちょうど六把野駅まで自転車で来る、それから小学生の方は当然旧の六把野駅

まで歩いて来られます。そこを車が朝忙しいときにはスピードを出して走ってきます。これら

の姿を見ておりますと、私は事故は起きても不思議やないなというふうに思っております。そ

れは別にしまして、高齢者の運転に対する、午前中の質問にありましたように、免許証の返上

ではなしに、高齢者の運転、これどうしようかなというふうな方の相談を部局が建設と違うか

もわからんですが、福祉になるんかもわからんですが、そういうその窓口を、高齢者の運転に

対しての窓口をつくってもらうとひょっとすると運転の、自分は安全に運転せなあかんなとい

うふうなこともなりますし、もうそろそろやめとこかなということもその話の中で出てくるか

もわからんですが、高齢者に対する交通安全に対する窓口というようなものはなかなかできな

いものかちょっと教えてください。 

○議長（三宅 耕三君）   松下福祉部長。 

○福祉部長（松下 文丈君）   お答えさせていただきます。高齢者の免許証の自主返納、

これはやはり警察署の担当するわけですが、高齢者の相談事となりますと地域包括センター、

要は長寿福祉課が担当しておりますが、そちらのほうでいろいろ相談ございます。例えば本人

じゃなくてご家族の方が運転免許証、車には乗りたいけども家族としては危険であるから返納

したいという、そういった相談がここ数件多くなってきております。昨年度も５件ほど相談を

受けたというふうに聞いておりますが、そんな中高齢者の困りごととかそういった問題につい

ては窓口として地域包括支援センターのほうで相談いただき、適切に警察、例えば返納するん

であれば警察のほう、また認知症関連であれば認知症の相談員もございますので、その辺と一

緒になって、ご家族含め相談窓口というふうに対応していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   鷲田議員。 

○１０番（鷲田 昭男君）   窓口として、今おっしゃられた窓口は当然あると思います。

その中にこういう相談もありますよということをそれこそ昼まででもあったんですが、いろん

な候補なりそういう中でひとつ啓発をしていただきたいというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 


