
○１４番（大崎 潤子君）   １４番、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、一つは水道問題について２点目は高齢者福祉と介護について、３点目はオレンジ

バスについての一般質問を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは一点目の水道問題について、人口減少や節水機器の普及など、水事業の減少や水道

建設機に整備した施設の更新や耐震化への対応など、今後の経営環境が厳しいものとなること

が想定され、的確な現状把握、分析を行う中長期的な基本計画である、東員町水道事業経営戦

略が平成２９年７月に策定されました。その後、東員町の水道の現状と見通しと題しまして、

平成２９年度の町政懇談会が夏に開催されました。その中で平成３２年度に料金水準を見直し

する説明がありました。そして今６月の定例議会に水道事業給水条例の一部改正が提案されて

いるところでございます。 

 そこで一点目、経営戦略を具体化する水道施設更新計画の年次事業計画の進み具合について、

２点目、新低区配水池築造工事は容量の強化や災害時対応としてタンクを増設するとのことで

す。当初予算で２億５，０００万円が計上されております。確かに低区第一配水池は容量が１，

３３４㎥で経過年数も４２年経っておりまして、タンクの中では一番古いわけです。多額の費

用を使って新しいタンクを作るわけですので、町民に対しまして明確な増設をする根拠を示し

ていただきたいと思います。そして新タンクを設置しますが、将来的にはどの地域におきまし

ても人口減少などが考えられると思います。古いタンクは必要がなくなるのではないと考えま

す。この際、ダウンサイジングについても明確な勧化方を持つべきと考えますがいかがでしょ

うか。３点目は地下水の低下が心配されています。地下水が無限にあるものではなく、地域共

有の貴重な資源であり、このことを認識いたしまして保全対策を地域全体で取り組むことでは

ないのでしょうか。例えば地下水推移の観測をし市民へ公表する、小中学校での水に関する教

育、あるいは熊本市で行われている雨水浸透桝設置への補助金制度、そして涵養域の保全など

への取り組みはいかがですか。４点目は、いよいよ来年５月から水道料金が改正され、これは

あくまでも予定です。平成２９年７月に、先ほどお話しましたように、町政懇談会が開かれ説

明がありました。やはり住民に対してはきちんと料金改定の詳細や、議会で審議されたことを

住民説明会を開いてきちっと説明すべきだと思いますが、いかがでしょうか。答弁のほどをお

願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   水道についてのご質問にお答え申し上げます。 

 まず一点目の水道施設更新計画の年次事業計画の進捗状況でございますが、平成２９年度に

水道施設・設備について詳細に現状を把握し、施設の重要度・老朽化度などを調査いたしまし

て、水道施設更新計画を策定いたしております。現在２年目が経過しましたけれども、現在は

計画どおりに事業を進めております。 

 ２点目の低区配水池の増設等に関してでございますが、低区配水池は在来地区に供給する配

水池であり、本町の人口は横ばい状態で推移しているものの、イオンのオープン及びミニ開発

等により、低区配水池の貯留時間が現在１１．６時間と、水道施設設計指針に示されている１



２時間分というものが確保されていない状況になっております。配水池を増設することにより

この貯留時間が１７．７時間となります。併せて今回の工事により、配水池と浄水場との水の

双方向の送水が可能となりまして、災害対策として、低区配水池から浄水場を経由して、高区

及び高区第２配水池に送水が行えるよう整備するものでございます。 

 ３点目の地下水の保全につきまして、限りある資源である貴重な地下水をどのように守って

いくのか、その流動形態・水質・水量につきまして平成２３年度より三重大学に調査研究を依

頼いたしております。先の東員町水道水源保護審議会の中で、三重大学の宮岡教授より報告が

ございました。本町では近年地下水位が低下傾向にあり、引き続き監視を行っていく必要があ

るとのことでございました。この審議会で、地下水を今後どのように守っていくのかなどの意

見もございましたが、本町の地下水の涵養域は、隣接するいなべ市・桑名市にまたがっており

まして、本町だけでの対策は難しいことから、広域的な組織を立ち上げることが必要となって

まいります。現在、桑員地区水道協議会・北勢広域水道事業促進協議会などで広域的な水源保

護に向けての取り組みについて本町といたしましては提案いたしております。しかし各自治体

の考え方に差がありまして、あまり進んでいないというのが現状でございます。本町といたし

ましては、今後も粘り強く広域水源保護の必要性を訴えていきたいと考えております。 

 なお、町民への公表につきましては、平成２９年度の町政懇談会におきまして、水道の現状

と見通しの中で、地下水保全についてもお話をさせていただいております。 

 また、小学校におきましても、毎年４年生を対象に出前授業などで、上下水道における水の

循環について話をさせていただいております。これからも水道や水源保護の観点から、情報の

発信に努めてまいります。 

 最後に料金改定に対する住民への周知につきましては、一昨年度の町政懇談会の場で説明を

させていただきましたが、今後は議案の議決をいただきましたら、その後に広報、町ホームペ

ージに掲載をさせていただきます。また、検針時には水道使用者様個別に、説明資料のポステ

ィングを行いたいと考えております。その他、ご要望があれば料金シミュレーション等を提示

いたしまして個別に説明をさせていただくなど、わかりやすく周知してまいりたいと考えてお

ります。 

 水道事業におきましては、今後も計画どおり効率的な施設更新を実施し、適正な維持管理と

経営の健全化の取り組みを推進することにより、将来にわたり安全な水を安定的に供給してま

いりたいと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁をいただきました。年次事業計画につきましては、示さ

れているとおりに順調に進んでおるという答弁がございました。 

 新低区配水池は３カ年計画で、計画の中では５億５，１００万円という形で計上されており

ますが、今回の当初予算で２億５，０００万円計上されておりますが、３年分の配分という形

をどのように考えていらっしゃるのかというのが一点と、先ほど答弁の中でこの３つ目のタン

クを作ることによって高区の方のタンクに送水が行えるよう整備するものでありますという答



弁がございましたが、現状はそのような装置がなされていないという形で理解すればよろしい

でしょうか、お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   上下水道課、中村課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   ご答弁させていただきます。新低区配水池の年次計画

の中の予算の関係でございますが、本年度は２億５，０００万、予定としまして来年度も２億

５，０００万、再来年度が２億円という形、トータルで７億という予算の中で、本年度、もう

近々ですけども、入札の計画をしています。その中でさらにこの年次計画の中から契約額でも

う少しダウンしてくるというところでございます。 

 新低区の方から高区、高区第２の双方向の送水ということでございますが、今現在の供給の

方法としましては、上水道管理事務所から一方的に各配水池の方へ送水をポンプで水を送ると

いうふうな形態になってございます。今回の改良によって、新低区の方から、近いこともあっ

て、逆に上水道管理事務所の方に水を戻して、それから高区、高区第２の方へ再度ポンプで送

り上げるという形で、配水池の低区から高区、高区第２へは送水が可能という形にするもので

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   現状はそうでないからそういうふうにしたいということです

か。それがちょっと抜けていたので後でお願いしたいというのが一点と、先ほどの答弁の中で

ダウンサイジングについての考え方、３つタンクを作ります、それはわかりました。だけど将

来的には人口が減少していくというふうに思うんですよね。そうすると本当に１，５００㎥の

タンクというのが２つも３つも必要なのかということを考えます。確かに在来地におきまして

はミニ開発が進んでいるのは事実ですので、水としては必要かもわかりませんが、そのあたり

の考えというのが先ほど答弁にありませんでしたのでお願いしたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   上下水道課、中村浩也課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   先ほどのご答弁でちょっとわかりにくくてちょっと申

しわけなかったんですが、今、上下水道管理事務所から３方向へ一方向で送るだけだという状

態になっています。今回改良することによって、低区配水池からは管理事務所へ水を戻すこと

ができる。低区にある水を一旦管理事務所の方へ戻して、それから高区、高区第２の方へ水を

送ることができるという形ですので、災害時に水源地から水をくみ上げることができなくなっ

た場合、低区にためてある水を高区とか高区第２に水を誘導することができるという、災害対

応の改良も今回の中で対応させていただきたいと。 

 ダウンサイジングについては、新低区配水池につきましては日本水道協会の方で示しておる

貯留時間、日常時は絶えず水を送っていますので問題ないんですが、事故があった場合、災害

があった場合について、好ましいのは配水池の分の１２時間の滞留時間というのが求められて

おります。その中で低区配水池については、イオンのオープンとかミニ開発によって今その１

２時間を切るような形になっています。先ほどご答弁をさせていただいたと思うんですが、１



１．６時間になっています。だからそれをクリアすることも含め、災害時の水の融通も含めた

形、今よりも災害対応を、水を多くためておこうという形の中で、ダウンサイジングについて

はその中では考えないような形になっていますけども、今統合するような水の使用状況にもな

っておりませんので、高区から低区の方へ配水池も、在来地区も高区から水を送るとかいう今

の人口形態になっておりませんので、その辺は考えていないところでございます。 

 答弁戻って申しわけないんですけども、今まではというところ、低区から高区、高区第２の

方への双方向というのは今はやっていないというところは漏れいていました。申しわけござい

ません。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   このタンクの３つ目の必要性というのは、災害対応というの

が一番大きいのかな、そしてタンクにたまっている時間を１２時間にしたいという形で今お話

の中で理解をいたしました。そういうことについて、やはりなぜタンクを３つにしなければな

らないかということを住民の皆さんには詳細にしていただかなければならないというふうに思

います。町民の皆さんから建設費のために料金改定をするわけですので、そうすると町民の皆

さんに対してきちんとした明確なメッセージを届けなければならないというふうに、私自身は

考えます。 

 そこで町長の答弁の中におきまして、住民説明会については開催しませんという答弁で、そ

のかわりに広報や町のホームページ、あるいは水道の検針のときの説明資料のポスティング、

そういうことをおっしゃっておりましたが、料金を値上げするときには説明会を開いた、料金

改定が決まりました、ぜひ町民の皆さん、料金改定にご協力してくださいというときに説明会

を開かないでこういう紙媒体なり、ホームページの方で見てくださいという、このこと自体が

本当に町として説明責任を果たしているかどうかということを非常に疑問に思うんですけど、

ちょっと町長の答弁を求めたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   料金改定につきましては、きっちりとしたところではなかった

かもわかりませんけれども、もう２年ほどずっと町民の皆様にはアナウンスをしてご理解を求

めてきているところでございます。今回それを実行に移していくということでございますので、

我々の受け取り方といたしましては、水道事業に関しまして、今後災害対応であったり、これ

からその老朽化に対応していくことについて、町民の皆様のある程度のご理解をいただいたと

いうことでこういう料金改定をしますということで、この２年なり３年なりかけて説明を我々

はしてきているというふうに考えています。ですから今回本当にその詳細についてお尋ねの場

合はきちっと個々に説明をさせていただくという手段も取っていきたいというふうに思ってお

りますが、ご容赦いただきたいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   町長に答弁を求めましたけど、２年なり３年かけて説明をし



てきて、大方の皆さんにご理解をしていただいていると、それで詳細については個別に対応さ

せていただきたいということを今答弁いただきましたが、それで行政の説明責任が終わるとい

うふうにも私自身は考えません。というのは、もし万が一、料金改定後窓口の方に電話がかか

るということだって多々あるというふうに思うんですね。そうしますとその対応にかかり、ふ

つう業務が滞ることだってあり得るかもわかりません。ですからやはりそういうことがないよ

うにするために私はきちっとして、いろんなところで町民が求めれば出かけて行って説明をい

たしますということは原課から聞いているんですけれど、本当に町民からこうだから来てくだ

さいという形じゃなくて、やはり行政からきちっと出向いて行ってやっていただくということ

が本来の行政の説明責任の姿ではないかというふうに思いますので、そのことについてはもう

一度原課なりで考えていただきたいというふうに思います。やはり苦情も含めて料金改定につ

いての電話がかかってきたときの対応、臨時職員を一定期間配置されるのか、あるいは建設部

なり、建設部の中でそういう対応をなさるのか、そのあたりを非常に心配いたしているんです

けれど、そういうことについての危惧はなされておりませんか。 

○議長（三宅 耕三君）   上下水道課、中村浩也課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   お答えさせていただきます。今回の料金改定について、

基本水量をいじって基本料金を上げているような形ですので、全体邸にほとんどの方たちが一

定の金額が増額されるような結果となっておりますので、各自、個々に料金があまり変わると

いうことはないですので、電話対応についてもそう個人、個人で難しい料金表にはなっていな

いかと思いますので、十分対応できるかなと思いますけども、ただ日によっては集中すること

もあろうかと思いますけども、それについては隣の課も含めて協力も依頼しながら対応させて

いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   この件につきましては、料金の改定ですので、きちっとした

町としての説明責任を果たしていただきたいと思います。 

 ２点目に入ります。高齢者福祉と介護について、住みなれた地域で支え合い、健康で安心し

て暮らせる町東員を基本理念に第７基介護保険事業がスタートして２年目に入りました。この

中で地域包括センターの２カ所目を開所したいということが明記されております。２つ目の地

域包括支援センターの必要性を一般質問や審議の中で、高齢者介護支援の強化を提案してまい

りました。事業計画の中から１点目、施設サービスに係る基盤整備は２０２５年に向け施設整

備の確保が必要となる特定施設入居者生活介護整備する予定となっていますが、その取り組み

について。２点目、例え病気や介護が必要になっても住みなれた地域や自宅で生活することが

できるよう、医療関係者、介護関係者が連携を図りサービスを提供する在宅医療介護連携の取

り組みと現状について。３点目、住民一人一人が健康を意識して健康寿命を延伸していくため

の気軽に健康相談や介護予防に関する相談場所としてのまちの保健室の現状について。４点目、

高知県で始まったいきいき百歳体操は３年目に入り各地域で始まりました。その効果と現状に

ついて。毎月１０日を健康づくりの日として相談日を設定し、体組成計を活用した取り組みを



進めるとのことですが、具体的にはどのように実施されているのかお尋ねいたします。よろし

くお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   高齢者福祉と介護についてのご質問にお答え申し上げます。本

町では、いわゆる団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年には、７５歳以上の後期高齢者数

が前期高齢者数を大きく上回り、超高齢化のピークを迎えることが予測されております。高齢

者がいつまでも元気で生き生きとした生活を続けるためには、自ら生きがいを持ち続け、健康

づくりや介護予防に心がけていくことが大切でございます。また早い段階から介護予防の視点

に立った取り組みを推進していくことが、医療保険や介護保険等の社会保障制度を安定的に運

営することにも繋がります。このような状況の中、国においては総人口が減少するとともに少

子高齢化が顕著になる中で、高齢者だけでなく、障がい者等も含めた全ての人が自分らしく、

それぞれに役割を持ち、支え合いながら社会参加できる地域共生社会の実現を目指しておりま

す。 

 また、本町では第７期介護保険事業計画において、２０２５年を見据え、高齢者が住みなれ

た地域で生活を継続できるようにするため、地域共生社会を目指した地域包括ケアシステムの

構築をより深化させ、高齢者が住みなれた地域の中で、その能力に応じ、自立した日常生活を

営むことができるよう支援することといたしています。今期の取り組みの一つに地域包括支援

センターの機能強化がございます。高齢者数の増加等に伴い、身近な場所で相談ができ、地域

と寄り添い、支え合いながら社会参加できるまちづくりを目指し、令和２年度開所を目標に、

東員第二中学校区を管轄する第２地域包括支援センターの設置を行い、相談体制や地域包括ケ

アシステムの中核的役割の機能強化を図ります。 

 その他、ご質問いただきました個別の事業に対する取り組み状況等につきましては担当課長

より答弁させていただきますが、今後はそれぞれの取り組みを通じ、高齢になっても、介護が

必要になっても、全ての町民が安心して過ごすことができる、それぞれが誇りを持って自分ら

しく生きることができるまちづくりに取り組んでまいります。 

○議長（三宅 耕三君）   長寿福祉課、中川課長。 

○長寿福祉課（中川 賢君）   それでは、高齢者福祉と介護について、長寿福祉課が担当

させていただいております４つのご質問についてお答えさせていただきます。質問が多岐にわ

たりますもので、少し答弁が長くなりますがお許しください。 

 まず１点目の特定施設について、医療ニーズのある高齢者に対応可能な基盤として、特定施

設入居者生活介護、定員３０人程度の整備を第７期介護保険事業計画に位置付けております。

これは有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居する要介護者に、入浴、排せ

つ、食事などの介護、機能訓練等を行い、施設での能力に応じた自立生活を目標とするもので、

町が事業者を選定し、県が事業所の指定を行います。本年１月中ごろから約１カ月間、事業者

の公募を実施したところ、１つの法人から事前協議書を受理し、３月末、本町で第三者の方を

含む委員会において事業者の選定を行いました。今後は本年度中に施設整備、県での指定が行



われ、令和２年度開設の予定をしております。今後もサービスの需要と供給、利用者のニーズ、

介護保険料とのバランスを考慮しつつ、介護サービスの充実を図ってまいります。 

 ２点目の在宅医療・介護連携の現状については、本町といなべ市においては、医師会が一つ

でもあり、平成２６年度から、いなべ市と共同で在宅医療・介護連携推進事業に取り組んでお

ります。主な事業のうち、医療・介護の専門職の連携として、事例の発表や意見交換会などを

行う研究会を年４回、県外から講師を招いての研修会を年１回開催し、専門職同士の顔の見え

る、何でも聞ける関係づくりから、実践で活用できる多職種の連携を目指してまいりました。

また、住民に対する周知啓発として、平成２６年度から年１回、講演会やシンポジウムなどの

周知啓発に努め、平成２７年度からは医療・介護フェアを開催し、この地域の医療や介護資源

を発信し、住民の皆様に自分らしい生き方の選択肢を知ってもらうことに努めてまいりました。

平成３０年度には介護劇、講演会、フェアを開催し、来場者が倍増し、５００人超えの参加が

ございました。在宅医療に対する関心の深さを伺うことができました。また、本町の在宅医療

の状況については、町内診療所の往診、訪問診療に併せ、いなべ市・四日市市にある在宅医療

に特化した診療所、その他、訪問看護などが多く利用されております。在宅医療利用者数につ

いては、正確に把握する方法は難しいところではございますが、参考となる数字といたしまし

て、在宅医療で中心的な役割を担う訪問看護の利用件数の推移では、平成２５年度から平成２

９年度の５年間で、医療国保加入者の利用が１．８倍に、介護サービスの利用が１．６倍に増

加しております。もう一つの指標となります病院・診療所以外での死亡率、いわゆる在宅死亡

率といわれるものでございますが、平成２５年度１８．２％から平成２８年度２２．９％と１．

３倍に増加しており、少しずつではありますが、在宅医療が進んでいるものと感じております。

在宅医療については、医療、介護の専門職が連携し、チームで取り組み、併せて住民の皆様の

選択により推進されるため、引き続き在宅医療・介護連携推進事業を強化し取り組んでまいり

ます。 

 ３点目の、まちの保健室については、地域のだれもが気軽に健康相談ができる場所として、

昨年度からモデル的に事業を実施しております。学校の保健室のようにだれもが気軽に立ち寄

って相談できる、地域の中にある保健室として、「病院に行くほどではないけど血圧をはかって

ほしい」、「物忘れが気になってきた」、「子どもの体重をはかりたい」など子どもから高齢者ま

での相談に対応するため、長寿福祉課と健康づくり課が共同で開催しています。現在は北大社

自治会集会所で２カ月に１回開催しております。定期的な血圧測定や検診結果の相談、親族の

認知症の相談など内容は様々です。まだまだ相談件数は少ない状況ですが、毎回ご利用いただ

いている方もございます。今後も身近な健康相談の場所として、地域の住民の方などによる開

催を目指し、継続的に開催、本格実施に向け推進してまいります。 

 ４点目の、いきいき百歳体操については、身近な集会所などで、自主的に運動することで体

力をつけるだけでなく、地域で孤立せず楽しい仲間づくりに役立つ体操として、平成２８年度

から普及啓発に努めております。この体操は主にいすに腰かけ、おもりを使った筋力運動で、

参加者個々の体力の状況に合わせて取り組むことができます。現在は、町内で８団体が週１回、



継続的にいきいき百歳体操を実施しております。この事業の効果を検証するため、事業の開始

前、及び３カ月後に開眼片足立ちテストなど、３種類の体力測定を実施ししております。結果

からはバランス能力、下肢筋力など特に向上が見られています。また、参加者の感想として「階

段が楽にあがれるようになった」、「体が楽になった」など日常生活で実感する効果も確認され

ています。今後もいきいき百歳体操が町内全域で取り組まれるよう、さらなる普及啓発に努め

てまいります。 

 よろしく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）   健康づくり課、佐藤課長。 

○健康づくり課長（佐藤 光広君）   続きまして私からは、５点目の体組成計を活用しま

した健康相談の取り組みについてお答え申し上げます。人の体は脂肪、筋肉、骨、水分といっ

た組成分で構成されております。体組成計とは、それらの組成分のバランスを測定するもので、

筋肉量、基礎代謝量、内臓脂肪レベルなどが計測できます。体組成のバランスが悪いと、生活

習慣病や体調の乱れに繋がりますので、体組成を計測し健康状態を把握することができるよう、

本年度体組成計を購入いたしました。毎月１０日を健康づくりの日と位置付け、保健福祉セン

ターにおきまして、体組成の計測に併せ、血圧、血糖値の測定を実施しております。測定者の

健康状態を把握した上で、具体的な助言及び指導を行い、住民の健康づくりに対する動機付け、

支援を行うことを目的としておりまして、４月、５月の実績といたしまして、延べ２３名の参

加者がございました。健康に関しましては、町民の皆様の関心は高いものと考えておりますの

で、今後この事業をさらに拡充しまして、町民の皆様の健康管理に資することができますよう、

周知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（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   答弁ありがとうございました。先ほど長寿福祉課長の方から、

特定施設入居者生活介護の３０人の整備ということをお聞きいたしました。その 7 期計画の中

で、広域型特別養護老人ホーム５０床と、認知症対応型共同生活介護１ユニットという形が述

べられておりますが、この広域型特別養護老人ホームというのは開所と言いましょうか、ちょ

っとそのあたりが明記されているんだけど、この特定施設入居者介護の方を進めていくのかど

うか、そのあたりがちょっとわかりませんのでお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   長寿福祉課、中川課長。 

○長寿福祉課（中川 賢君）   お答え申し上げます。第７期の介護保険事業計画において、

介護施設サービス等の施設整備につきましては、議員おっしゃっていただきましたとおり、こ

の３年間で広域型の特別養護老人ホーム５０床を１カ所、それから特定施設入居者生活介護３

０床を１カ所、それから認知症対応型共同生活、いわゆるグループホームが１ユニットをこの

３年間で整備を計画しております。こちらにつきまして、まず１点目の特別養護老人ホーム広

域型５０床でございますが、今までの経緯を少しご説明させていただきますと、平成３０年度

に県の方の公募がございまして、東員町の方でも指定が県になりますもので、法人さんの方に

手を挙げていただいたところ、広域型ですので、北勢圏域で整備という形になりますので、他



市町で選定をされている状況でございます。特養につきましては引き続き整備できるような方

法を検討しているところでございます。それとは別にこの特定施設入居者生活介護の整備を進

めていくところでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   その件につきましてはわかりました。 

 次に、まちの保健室という形で北大社自治会でモデル的に始まりまして、２カ月に１回開催

をしておりますということですが、ここの場所には保健師さんが出かけて行かれ、そして時間

的なものは拘束があるのか、ないのか。保健師さんがいらっしゃらないときには他の皆さんで

の談話とか、そういう話し合いの場になっているのか、そのあたりをお願いしたいということ

と、将来的には、ここにも答弁いただきましたが、地域の住民の方などによる開催を目指した

いということをおっしゃっているわけですが、今後の拡大予定、今、北大社でやっているけれ

ど、来年度に向かって２つ、３つと広げていくのかどうなのか、そのあたりについてお願いい

たします。 

○議長（三宅 耕三君）   長寿福祉課、中川課長。 

○長寿福祉課（中川 賢君）   現在取り組ませていただいていますまちの保健室につきま

してはモデル事業ということで北大社の集会所を活用させていただいて実施しております。実

際にこちらのまちの保健室、今現在モデル的には午後の約２時間程度集会所の方に保健師と管

理栄養士さんにもご協力いただいて開催しているところでございます。今後の展開につきまし

ては、やはりこのまちの保健室がそれぞれの地域でたくさんあるとよろしいところではござい

ますが、そこに全て町の職員である保健師を配置するということは非常に難しいと考えており

ます。私どもが目指しているところは、まず今行っている北大社でも実は参加者がなかなか少

ないのが現状でございます。そこがより多くの方に利用していただける方法を模索したり、さ

らには今後多くの場所で開催するために、地域にお見えになる、昔保健師さんであったりとか、

昔看護師さんであった方々にご協力いただいて開催することができないかということを検証し

ながら、２カ所、３カ所と増やし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（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   先ほどの答弁の中で、以前保健師さんであったり、看護師さ

んであったり、そういう地域の皆さんを掘り起こして活用したいということをおっしゃってお

りました。それは常々町長がおっしゃっているシニアの新しいシルバーの皆さんの力を借りて

健康のまちをつくっていく、とても大切なことだと思いますので、ぜひその点は進めていただ

きたいというふうに思います。 

 もう一点は、先ほど毎月１０日を健康づくりの日という形に相談日を設定されまして、体組

成計というのを活用して健康チェックをやっておりますということを述べていただきました。

これは当初予算で確か２５万円ぐらいだったというふうに思いますが、予算を計上して即買っ

ていただいて、今活用していただいております。残念ながらこれはまだ１台しかないんですよ



ね。町長もおっしゃっているように、みんなが健康で健康寿命を延ばしていく、みんなが笑顔

あふれるまちづくりを進めていきたい、そういう中でとてもすばらしい機械なんです。１台と

いわず、やはり小学校区なり、そういうところに増やしていただくことによって町民がもっと、

もっと健康に目覚めていくというふうに私は考えます。ですからもっと大体的に、機械を買う

ことばかりがいいということは申し上げませんが、やはり１０日を健康づくりの日と相談日と

して設けましたというふうにお考えになって、確か広報とういんにも健康相談日ですという小

さな囲みで表示はされているんですけれど、もっと大々的に町を挙げて懸垂幕でも作って、１

０日は健康づくりの日です、そういう宣言をしていく、そういうことだってすごくいいという

ふうに思うんです。全て何々宣言、何々宣言がいいということではないにしても、やはり町長

が自ら健康寿命を延ばしていきたい、そのためには大豆製品というのも使ってみんなで健康を

作っていこう、そういうことを考えていらっしゃるわけですので、そういう意味では、ぜひそ

ういう懸垂幕というか、もっと大々的に健康をつくる日ですよということをＰＲしていただき

たいというのと、その体組成計の台数を増やしていただきたい、そのあたりの見解だけ町長に

求めたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   水谷町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   その件につきましてはおっしゃるとおりなんですが、今の状況

もございますので、担当課と協議をさせていただきながら進めさせていただきたいというふう

にい思っております。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ぜひ前向きにお願いしたいというふうに思います。 

 ３点目はオレンジバスについて、東員町の原風景に溶け込んだオレンジバスと北勢線です。

平成２６年にルート・ダイヤ改正をして、初めて利用者が増加したと５月２２日の全員協議会

の場で報告を受けました。オレンジバスは１４年経過、１００万ｋｍ走行しています。これか

らの高齢社会にはオレンジバスは重要で、人と人との交流を図り、移動の確保だけでなくコミ

ュニティを豊かにし、笑顔あふれる地域社会に貢献できるものと考えています。昨年度から県

の公共交通ネットワーク見える化事業と連携し、インターネットを活用した見える化事業に着

手し、利用者数の増加に寄与と自治体通信１８に紹介されておりました。車両更新やルートな

ど、今後のオレンジバスのあり方について伺います。また特に東部線の利活用ですが、乗らな

いから減らすという悪循環ではなく、利便性を高めのってもらう環境をいかに作るかだと思い

ます。利用客の流れ、利用状況からオンデマンド方式やタクシー事業者等、社会福祉協議会な

どの福祉団体による協同組合方式での事業創出への考え方についてお伺いしたいと思います。

答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   小川裕之副町長。 

○副町長（小川 裕之君）   オレンジバスについてのご質問にお答えいたします。まず車

両更新でございますが、現在のオレンジバスの車両３台は、平成１７年度から運行を開始して、

今年度で１５年目を迎えています。走行距離は南北線を走る２台が約９５万ｋｍで、東部線を



走る１台が約８５万ｋｍとなっております。近年は、車両の主要な部分の故障も増加している

ことから、車両の更新が必要となってまいりました。こうした中で５月１７日に南北線及び南

北急行線における令和元年度から１１年度までの運行業務委託の一般競争入札を実施いたしま

した。同入札における仕様として、本町が指定するバスを事業者が２台保有することを含めて

おり、令和２年４月から南北線及び南北急行線においてノンステップ型の新しい車両での運行

を行います。東部線の車両更新についても車両の老朽化が進んでおりまして更新時期が迫って

いると認識しております。バス車両の更新時期を見据えて、車両の大きさや運賃など異なる仕

様を取り入れた場合の是非を含めて、今後検討してまいりたいと考えております。 

 また今後の運行形態につきましては、現在のオレンジバスが導入する定時定路線型の他、ご

質問にありましたデマンド交通などが考えられます。デマンド交通は、一般的にバスより小型

のワゴン車や乗用車が、利用者の予約に応じて目的地まで運行しており、それらの運行をでき

るだけ乗り合わせで行い、輸送効率を向上させることで経費を抑制することがデマンド交通導

入の大きな目的の一つに挙げられます。一方、現在のオレンジバスの主な利用目的として、時

間帯により通院や買い物、通学などが挙げられ、運行する全ての便に経常的に利用者があり全

区間利用されない便はごくまれとなっております。そのため、予約受付による経費が余分に生

じてしまうことも考えられ予約制の導入による経費抑制効果は期待できないというふうに考え

ております。また、利用者の増加により、乗り合わせが多くなると、発着時間の正確性が欠け

てしまう可能性もあります。そうしたことから、今後のオレンジバスの運行につきましては、

ニーズに合わせたルート・ダイヤの変更は行いつつ、当面の間、現在の運行形態での運行を行

ってまいりたいというふうに考えております。 

 なお、オレンジバスでは行き届かない部分の補完につきましては、変化するニーズへの対応、

地域の支え合いの取り組み状況等も調査研究し、生活交通の確保に努めていきたいと考えてお

ります。また議員からご提案のありました、社会協議会との連携とか、そういったことについ

てもこの中で考えていきたいというふうに思っております。 

 以上でご理解いただきますようお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   今回は２９人乗りの低床バスを事業者が確保するという、従

来の方針と形態が変わるわけですが、そうすることによって事業費はどの程度変わりますか。

それを１点お願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   政策課、岡本幸宏課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   事業者所有の２台のバスをということで、おおむね２台で

５，６００万円ほどの購入費になりますが、それを５年間で分割して分けるということで、１

０年間のうちの５年間が１，１００万ほど運営委託料にのってくるというような計上となって

おります。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 



○１４番（大崎 潤子君）   済みません、ちょっと理解できなかったんですが、１，１０

０万円が今までより経費がたくさん出ますよという形で理解をするんでしょうか。済みません、

それだけちょっとお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   政策課、岡本幸宏課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   済みません、言葉足らずで申しわけありません。今の１，

０００万円ほどというのは、年間の経費といたしましてということでございます。これまで約

４，２００万円ほどが年間運行経費であったんですけど、そこへプラス１，１００万円ほど。

そのかわりに所有するバスの購入経費は町としてはかからないということでございます。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   わかりました。新しいスタイルで来年の４月から運行が始ま

るわけですので、しっかりと町民の皆さんにＰＲをしていただきたいというふうに思います。

そしてそれを運行することによって、やはり町職員の皆さんと運転手さんとの定期的な懇談と

いうのがとても大事ではないかというふうに思いますが、それについてと、毎日の乗降状況の

統計をとってどういうふうな形で分析していらっしゃるかどうか、そのあたりについてお願い

したいというふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）   政策課、岡本幸宏課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   バスの運行者、運転手とのコミュニケーションにつきまし

ては、今回そのバスの導入、どのような事業者が所有するかの打ち合わせにつきましても、事

業者と打ち合わせを行って決めました。それでやっぱりその中で定期的にルート・ダイヤにつ

いても意見交換を行っていきたいということで３カ月に１回ずつぐらいは行っていこうという

ことで進めております。 

 あと乗降者数の状況につきましては、どのルートで、どの時間に利用者が多く、催行人員が

どれぐらいになっていくというのを統計のグラフにして、今回もバスの購入の規模、乗車人員

の規模に役立てております。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   わかりました。ぜひ定期的な懇談をして、きちっとした統計

なりをとっていただいて、みんなが乗りやすい、利用しやすいオレンジバスにしていただきた

いというふうに思います。 

 一つ提案ですが、その交通量が多いところは非常に難しいと思いますが、バス停以外のとこ

ろでも乗降できるような、そういうことについてはいかがでしょうか。 

 それともう一点、これは再三同僚議員からも提案されておりますが、運転免許自主返納事業

の一つとして、オレンジバスの回数券の配布をしたらどうかというふうなことを考えておりま

すが、実際にそういう制度をやっているところもございます。その点についてお願いいたしま

す。 

○議長（三宅 耕三君）   政策課、岡本幸宏課長。 

○政策課長（岡本 幸宏君）   まず１点目のバス停の自由乗車というようなことでござい



ますが、これはやはり道路の状況でありますとか、そのあたりでかなり厳しいものと考えてお

ります。 

 そして免許返納者に対する対応でございますが、これにつきましては、公共交通会議で今後

検討を進めていきたいと思っております。それに際しまして、各市町の導入の形態がいろいろ

あると聞いておりますので、そこを参考に検討していきたいと考えております。 

○議長（三宅 耕三君）   大崎議員。 

○１４番（大崎 潤子君）   ありがとうございました。ぜひ免許証を返納された皆さんに

対しての何かの補助なり、支援というのをお願いしたいというふうに思います。昨今、大変高

齢者の皆さんの事故というのが毎日のように報道されていまして、大変悲しい思いをする部分

もございますので、車に乗ったらいかんではなくて、そのかわりにこういう方法でぜひいろん

な事業や町の事業、そしていろんなものに参加してほしい、そういうところの面もしっかり見

ていただきたいということを最後にお願いして、一般質問を終わります。ありがとうございま

した。 

 


