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○３番（中村  等君）   議員番号３番、中村 等でございます。議長の許可を

頂きましたので、一般質問をさせていただきます。まず、マスクを外してお話させて

いただくことのご容赦をお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   はい、許可いたします。 

○３番（中村  等君）   現在、新型コロナウイルス感染症の全国的な収束を目

指し、東京をはじめとする都市部中心に政府による緊急事態宣言が発出され、三重県

もコロナウイルス警戒宣言を緊急事態宣言の期間に合わせて発令されています。一日

も早い鎮静化を心から望むものでございます。また日頃から新型コロナウイルスの対

策に当たられている町長をはじめとする職員の皆さん、また担当課であられる健康長

寿課の職員の皆さん、大変お疲れさまです。しかし、いま少し頑張っていただき、今

日の町長の答弁にもありましたが、少し遅れるかもしれませんが、４月から実施予定

されております住民の方々への新型コロナウイルスワクチン接種の速やかな対応をぜ

ひお願いします。 

 さて、東員町は子育てしやすいまちづくりを行っていますが、今こそしっかりと将

来に向けたまちづくり計画を行うことで、高齢者が生き生きと活動出来、また社会的

弱者、障がい者などを支える取組が構築されることで、先人が培ったふるさとを次世

代にきちっと継承することが可能になると考えております。 

 そこで１番目に、少子高齢化へ向かう町の各検証、対応はどうなっているのか。２

番目に、ボランティア等の養成と各種ボランティアの養成について。３番目に、水道

の長期計画について。水道民営化法コンセッション方式が法案化された中、自治体主

体で水道事業を行っている東員町の水道事業の長期計画はどう計画されているのか、

また今後予想されている南海トラフ地震などの大規模災害の対応について、３点につ

いてそれぞれお尋ねします。 

 精一杯、論点を明確にしながら、一般質問をさせていただきたいと思いますので、

どうぞ時間内、よろしくお願いします。 

 それでは通告書に従いまして、まず１番目に、高齢化社会へ向かう町の各検証、対

応はどうなっているのか。これからの市町村は２１世紀を迎え、地域社会を取り巻く

環境は少子高齢化の急速な進行、高度情報化の進展、地球規模での環境問題の広がり

など、大きく変わろうとしています。住民生活に最も身近な基礎的地方公共団体であ

る市町村は、こうした環境の変化や政策課題に対応し、住民福祉の向上を図っていく

重要な役割があります。市町村がこのような役割を果たすためには、国と地方公共団

体の役割分担に応じた権限や、税財政財源の地方公共団体への移譲等の行政政令改革
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の一層の推進と、これらの権限を駆使して地域社会の課題に対応できる行政体制の整

備とが相まって進展することが必要です。しかし、今、全国に目を向けてみますと、

人口規模の小さい市町村を中心に、急速に人口減少・少子高齢化が進み、日常生活圏

の拡大も相まって、住民の多様なニーズに的確に対応し、住民福祉の充実を図る上で

難しい局面を迎えている市町村が多数ございます。 

 このような現状を踏まえるならば、町が今後の行財政課題に的確に対応できるよう

に、行財政基盤の充実を図る必要があり、地域の将来の展望を開くため、研究・検討

を重ね、将来像を予測・把握を行い、明確な将来計画が必要と考えます。東員町は東

西５ｋｍ、南北７．３ｋｍ、総面積２２．６ｋ㎡の小さな行政区しか有していないた

め、大規模な工業地域の誘致を望めない都市近郊農村でございます。人口は２月末現

在で２万５，９８４人で６５歳以上は７，８４６人となっており、全人口の約３０％

がいわゆる、失礼な言い方かもしれませんが、高齢者となっておられます。今後しば

らくは小規模住宅開発などにより、若い世代の転入があり人口減少、少子高齢化の進

行は一時的には鈍化、維持が可能となりますが、やはり将来的には人口減少・少子高

齢化は避けられず、町の健康長寿化が、今、素案を策定中の高齢者福祉計画第８期介

護保険計画の人口試算によりますと、２０４０年には人口の約４０％がいわゆる高齢

者となると予測されております。地方自治の根源に関わる問題は、町や議会、住民の

方々の自主的で主体的な議論が十分に行われ、これに基づいて実現されることが何よ

りも重要と考えていますが、こうした議論が実り大きいものになるためには、必要な

情報、資料をしっかりと研究・検証し、将来の人口減少・少子高齢化を見据え、ビジ

ョン、いわゆる将来のあるべき姿を描き、将来の見通し、構想、未来図、未来像をし

っかりと想定しまちづくり計画を行うことが最重要と考えております。 

 そこで、町の対応について、高齢化社会へ向かう町の各検証、対応はどうなってお

られますか。また、２番目に、将来の財源確保についてはどう考えておみえですか。

２つ質問させていただきます。 

○議長（島田 正彦君）   水谷俊郎町長。 

○町長（水谷 俊郎君）   中村議員の質問にお答えいたします。 

 高齢化社会への対応は、全国的な課題として取組が進められています。本町では、

昭和４０年代後半からたくさんの団塊世代の転入を受入れ、約２０年で人口が２．５

倍となったという経緯があり、その結果として、現在急速に高齢化が進んでいます。

高齢化への対応といたしましては、町民の健康づくりや高齢者の介護予防が重要と考

えております。また、近年は、核家族化の進展で一人暮らし高齢者が増加しているこ
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ともあり、地域での見守りや支え合いなどの取組、認知症への対応、加えて介護保険

事業の健全な運営も重要だと考えております。 

 こうした対策は今年度策定中の高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき進めて

まいります。高齢化が進む社会では、健康づくりや文化的な活動が手軽にできる環境、

移動手段の確保等の社会基盤環境、高齢者の方々が健康で活躍できる環境等、町とし

て様々な環境整備が重要と考えております。昨年度から策定を進めてきました、来月

から始まる次期総合計画では、こうした視点を将来像に掲げております。また、まち

づくりの基本的な考え方として、支え合い等を進めるための「共生社会でまちを創

る」ことや、重点施策として「高齢者福祉の推進」を位置付けております。近年はミ

ニ開発等による子育て世代を中心とした若者世代の転入が増加傾向にあり、高齢化傾

向が若干薄まっているような感じはありますが、高齢者の実数は高い状態で推移して

おります。しかし、本町の高齢者が元気に、生きがいをもって活躍するという、人生

の手本を示していただくことにより、まちの魅力が高まり、さらなる若者世代の流入

が進むことによりまして、このことが、また高齢化対策に繋がっていくのではないか

と、こういうことも考えております。高齢化、少子化、人口減少など、どれも深く関

連しながら、私たちの社会に様々な影響を与えています。こうした課題に対処してい

くための大切な考え方として「新しい時代への変革」や「スマートに充実する」こと

も基本構想に掲げております。この第６次東員町総合計画に基づき、高齢化が進む社

会への対応、まちづくりを進めてまいります。 

 次に、町の財源確保について、少子高齢化が進む、今の社会では社会保障関連経費

が増嵩しており、将来に向けた安定的な財源確保は、重要課題と認識しております。

コロナ禍における地方自治体は、どこも財政が疲弊している状況にあります。本町も

同様で、近年は、予算編成過程において財源不足が生じており、財政調整基金を活用

しなければならない状況が続き、基金の減少とともに災害時への対応が困難になるの

ではないかとの心配もしております。将来を見据えたとき、さらに厳しい財政状況が

予想され、今後の行政運営に支障をきたさないかとの危機感も抱いております。 

 こうした背景から、財政健全化の取組に着手し、補助金の見直しなどを行いました。

それとともに、行政評価を基に整理した中期の財政見通しを考慮した予算編成を行い、

予算の効率的・効果的な活用を図っております。また、決算の状況を見ながら、余剰

金があれば、可能な限り基金へ積み立てるということもしております。 

 今後も、歳入・歳出の両面から財源確保に取り組むとともに、第６次東員町総合計

画の基本構想に基づくまちづくりを進めるため、事業の選択と集中を図りながら、
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「おみごと！があふれる町へ」の実現に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。東員町を町民とともに

築いていくためには、先ほど町長もおっしゃいましたが、本町の高齢者が元気に生き

がいを持って活躍するという人生の手本を示していただくことにより、まちの魅力が

高まり、さらなる若者世代の流入が進むということになっておりますが、これを全て

の町民に分かりやすく、もっと総合計画ということですので、参画していただきたい

と思うんですが、策定される住民の声を総合計画に反映するためにも今後はどのよう

な手法を用いていかれるのでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   政策課、丸山 太課長。 

○政策課長（丸山  太君）   この４月から新たな指針となります総合計画です

けれども、これまでも２年ほどかけて住民参画の下、これまでの計画よりもより住民

の意見を取り入れた計画になったと思っています。いよいよ完成ですけれども、完成

が終わりではなくて、ここからが始まりです。今後も行政評価や事務事業評価を行い

ながら、また新たに住民も参画する審議会を立ち上げまして、総合戦略とともに効果

検証を行いながら進めていきたいと考えております。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。先ほど、町長も言われ

ました「おみごと！があふれるまちへ」の実現に取り組んでまいりたいと考えておら

れますとおっしゃいました。ぜひとも将来がそのような形になるように頑張っていた

だきたいと思います。 

 あと、今度は町の財源について少しお尋ねします。町の財源の主たるものは、全て

の地方団体が一定の水準を維持し得るように財源を保障する見地から、国税として国

が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分され、県内全ての市町村に交

付されている地方交付税と、町の税務課が課税する税があります。地方交付税は地方

交付税法第１条の地方交付税の目的にありますように、全ての地方団体が一定水準の

行政サービスを維持するするよう財源を保障する財政調整機能と財源保障機能を果た

すものであり、地方公共団体の固有財源とされております。つまり、地方交付税とは

標準的な行政サービスを提供できるように、税収だけでは十分でない地方公共団体に

対して、国が財源を保障するものであり、三重県の市町村ごとの交付税を住民一人当

たりに換算いたしますと約７万円となり、この値段が低いほど財政が良いとされてお
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ります。東員町は令和元年度は約９億５００万円の普通交付税を受けました。計算し

ますと一人当たり約３万１，０００円となり、近隣のいなべ市の４万４００円、桑名

市の３万４，７００円より町財政は良好であります。数値で１が地方交付税の交付の

目安となる財政力指数でも、０．７８７となっており、これは大変良い数字でござい

ます。今後も維持するために非常に大切と考えますが、どのように考えておられます

か。 

○議長（島田 正彦君）   財政課、小山 均課長。 

○財政課長（小山  均君）   財政力指数の現状維持の重要性というか、大切性

というか、そういうご質問を頂いたというところでお答えをさせていただきたいと思

います。 

 そもそもこの財政力指数につきましては、地方公共団体の自主性の大きさを示すも

のということになっておりまして、財政運営におけるその財源というものがどのぐら

いの余裕があるのか、あるいはどのぐらい不足するのかといった、財政上の示す一つ

の指標ということではございます。類似団体と比較いたしましても、東員町は現状で

は良いほうになってはおります。そういうことで現状を維持するということは非常に

重要とは考えておりますが、やはりそれ以上を目指していくべきではないのかなとい

うふうに思います。 

 また、財政を預かる者としまして、財政力指数もさることながら、町の将来の財政

というか、町の将来を見据えたとき、将来負担、あるいは弾力性というものも非常に

重要になってきます。これらを見る指標としましては、いわゆる公債費負担比率、あ

るいは経常収支比率というものもございますので、これらも注視しているという状況

にございますので、今後も努力しながら、財政健全化に向けて取り組んでいきたいと、

そのように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   現在はいいのは分かるんですが、２０４０年は、先ほ

ども申しましたが、高齢化ということも予想されております。さらに厳しい財政事情

が待っていると思いますので、十分留意しながら計画を立てていっていただけたらな

と思っております。 

 続きまして、各種ボランティアの養成についてご質問させていただきます。先ほど

の質問でも述べましたが、今後、町は人口減少・少子高齢化が進むと予想され、市町

村の在り方、地方自治の根源に関わる問題は課題を発見し改善していくことが、一人

一人の考えが多くの住民の方と協力しながら力を合わせて行動することが大切です。
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そのような意味合いからも、ボランティア活動は活動目的の達成によって出会いや発

見、感動、そして喜びといった精神的な報酬を得る活動であり、従来の考え方にとら

われることなく自由な発想、アイデアを大切にしながら、方法や仕組みを考え、作り

出せることからも大切と考えます。今後はより多くの住民の方々に自主的で主体的な

活動を進めていただくためにも、各種ボランティアの養成を行うことが最重要である

と考え、質問させていただきます。障がい者ボランティア等の養成はどうなっている

のか。高齢者等の対応するボランティア等の養成はどうなっているのか。まずはこの

２点についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   石垣勝久地域福祉課長。 

○地域福祉課長（石垣 勝久君）   各種ボランティアの養成についてお答えいた

します。 

 これから先、住民が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくためには、行政だ

けでなく、地域住民相互による支え合いや、ボランティアの力が必要不可欠でござい

ます。このためには、住民一人一人が、地域社会の一員であることを自覚し、共に支

え合い、共に生きる社会の形成に向けて、住民、地域、企業、行政等がそれぞれ役割

を担うことが必要です。そのような中、重要な役割を担うボランティアの養成におい

て行政の役割として考えられますのは、興味や、一歩踏み出すためのきっかけづくり

であるボランティア養成講座の開催や、「何かやってみたい」と考えている方と、ボ

ランティアを必要とする地域等を繋ぐ仕組みづくりに対する支援であると考えます。 

 本町の現状といたしましては、障がい者の分野では、視覚障がい者を支援する朗読

ボランティアや点訳ボランティア等の活動が行われています。また、聴覚障がい者の

方の日常生活に必要な技術や表現方法などの基本技術を習得する手話奉仕員養成講座

を、毎年いなべ市と合同で開催しております。これらにより、手話に興味を持ってい

ただき、聴覚障がい者に対するボランティア活動に繋がることを期待しております。

高齢者の分野では、高齢者にボランティアを通じた社会参加を促し、介護予防を図る

ことを目的とする地域ボランティア制度の推進。認知症の高齢者を地域で見守るため

の仕組みである認知症サポーターの養成。高齢者の見守りや、ちょっとした困りごと

を地域で解決するための地域支え合い活動などに対する支援等を町として行っており

ます。 

 今後は、住民・地域・企業・行政が自助・互助・共助・公助と連携した上で、全て

の住民が安心して生活できる、自立した地域を作り出すため努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。 
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○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。ボランティアについて

は明確な定義を定めることは難しいと思います。そこで、手話奉仕員養成講座につい

てもう少しお伺いしたいと思います。 

 この手話奉仕員養成講座については、いなべ市と共同にて行われているということ

ですが、申請窓口はどこで、講習はどれぐらいの期間かかるのでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   石垣勝久地域福祉課長。 

○地域福祉課長（石垣 勝久君）   手話奉仕員養成講座についてお答えいたしま

す。いなべ市さんと合同で開催しているということで、いなべ市さんと、当町の窓口

については地域福祉課でございます。それで毎年４月頃に広報に掲載させていただき

まして、締切りが４月いっぱいというようなことで、５月の中旬から翌年の２月まで

の１０か月ですね。その間講習を、土・日ですけども、開催しております。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。この手話奉仕員につい

ては、資格は例えば民間レベルで可能であるとか、国の資格が必要であるとか、どの

ような分類がされているのでしょうか。 

○議長（島田 正彦君）   石垣勝久地域福祉課長。 

○地域福祉課長（石垣 勝久君）   お答えいたします。資格で言いますと、今回

のこれは養成講座でございますので、興味を持っていただくきっかけということでご

ざいまして、資格となりますと全国的に民間で行っております手話通訳者の全国的な

試験がございます。そこで合格しますと、民間ではございますけども、手話通訳者と

いうことで資格を得られます。また、もう一つございまして、これは厚生労働大臣が

認定する資格でございますけども、これは手話通訳士ということでございまして、こ

れはどちらかというと、公的な政見放送とか、裁判所等の通訳について業務を行って

いただく資格でございます。こちらの方は全国的に合格率が、希望があっても１５％

ぐらいということで、大変ハードルが高いというか、難関でございます。 

 以上です。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   答弁ありがとうございました。ボランティアについて

は明確な定義を行うことはやはり難しいですね。一般的には自発的な意思に基づき他

人や社会に貢献する行為を指すものをボランティア活動と言われております。活動の
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性格として、自主性、社会性、無償性等が挙げられますが、ボランティア活動が盛ん

なまちになれば、将来、人口減少・少子化を見据え、将来に向けたビジョン計画、ま

ちづくりを行う上でも重要な役割を担っていただくことは明白でございます。しっか

りと行政として行うことが可能なサポート、または広報等をしっかりお願いして次の

質問に移らせていただきます。 

 最後に、水道の長期計画等についてお尋ねします。２０１８年に水道法の改正案が

可決され、各自治体が水道を管理しておりますが、これを民営化しようというのがこ

の法案の目的でございました。民営化に当たっては、施設の所有権を自治体などが保

有したまま、利用権を民間に移すコンセッション方式が採用されました。より自由度

の高い運営を可能にすることで、利用者のニーズを反映した質の高いサービスの提供

が目的とされていました。水道事業は公共性の高さゆえ、これまで競合する民間企業

も存在しませんでした。しかし、水道事業は市町村単位で運営されているため、人口

減少、少子高齢化が進むと市町村人口が少ない自治体は運営が小規模で経営基盤に問

題があるところも出てきております。自治体の経済環境が悪いと、水道などの公共サ

ービスが受けられなくなる可能性もございます。平成２８年度の全国の調査では、耐

用年数を超過している水道管路が１４．８％であると、全ての管路を更新するために

は１３０年以上かかる試算でございます。近年、全国的に水道の老朽化、耐震化、人

口減少による自治体の脆弱化、水道事業者の資金の問題など表面化しております。ま

た、耐震構造を持つ水道管路が必要不可欠となり、地震大国である日本にとって、例

えば南海トラフ地震等の大規模な災害が起こってしまったときに、断水が長期にわた

る可能性が危惧されております。 

 そこで、当町の水道の長期計画はどのように計画されているのでしょうか。１．水

道コンセッション方式が法案化されている中、今後の長期計画は同計画されておられ

ますか。２．今後、起きると言われております南海トラフ地震等の大規模災害時の対

応、備えについてお伺いします。 

○議長（島田 正彦君）   中村浩也上下水道課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   水道の長期計画等についてのご質問にお答え

いたします。 

 １点目の今後の長期計画については、全国的に水道の計画的な整備を中心とする時

代から、人口減少社会や頻発する災害に対応できるよう施設の維持管理や修繕、計画

的な更新を行うことにより、将来にわたり持続可能な水道とすることが求められる時

代へと大きく変化しております。 
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 このような時代において、今や国民生活や産業活動に欠かせないライフラインとな

った水道事業について、今後もその持続性を確保し基盤強化を図るため、本町におい

ては、平成２９年に策定した、東員町水道施設更新計画及び東員町水道事業経営戦略、

これに沿って効率的な事業経営に努めているところでございます。本計画は５年おき

に見直すこととなっており、今後は、利用人口の本格的な減少が見込まれる中で、安

定的な経営を確保し、効率的な整備・管理を実施する必要があることから、水道事業

全般を見据え慎重に検討を進め、今後の施策を定めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の災害対応については、近年の大規模な地震などにより、重要なライ

フラインの一つである水道施設の破損による多くの断水被害が発生するなど、その耐

震対策の重要性が改めて認識されております。 

 本町では、災害時等緊急時における飲料水を確保するための対策として、平成２７

年度から第一、第二水源地に緊急用浄水装置、各小学校のプール等で使用できる小型

緊急用浄水装置の設置や、災害時において迅速な運搬給水が実施できるよう、上水道

管理事務所に運搬給水車用給水施設の整備、低区第三配水池の機能強化を図っており

ます。地震などの災害はいつ、どのように発生するかは想定できるものではございま

せん。災害発生時においてもその機能を継続または早期回復することが求められてお

ります。上下水道事業業務継続計画いわゆるＢＣＰ、これを策定し、平時からあらゆ

る災害に備えるための準備を行っております。また、日本水道協会等と災害時におけ

る応援協定を締結し、各水道事業者間の発災時の想定訓練を実施いたしております。 

 いずれにいたしましても、水道事業の基本理念である「安全な水を安定して供給し

つづける水道」を達成するために、継続的な取組を実施いたしておりますので、ご理

解賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   ありがとうございました。５年間ずつの適切な計画を

行っておられるということで大変安心したのですが、１点、先ほどの答弁にありまし

たように、日本水道協会等との災害時における応援協定ということですが、他に各事

業者があったら教えてください。 

○議長（島田 正彦君）   中村浩也上下水道課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   応援協定につきましては、近隣で言いますと、

桑員水道事業ですね、桑名、いなべ、木曽岬、東員町というのが一番近くであります。

日本水道協会、三重県水道協会、これは水道に限ってなので、あと下水についても同

じような協定も結んでおりますし、関連協会とも結んでおります。ただ全国的に結ば
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れておる協定については、ほぼ東員町におきましても協定を結ばさせていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   耐震も５年計画できちっとやられとると思いますので、

いろいろ計画を立てていただいて、やっていただいておるということで少し安心しま

したが、地震なんかも、起こらない方がいいんですが、絶対に起こるという方もおみ

えになりますので、その辺の対策、協定等もしっかりしていただきたいと思います。 

 あと少し内容が異なりますが、水道の水質についてもお尋ねしたいと思います。近

年、飲み水の汚染等により水質が悪化されている市町村が多いそうなんですが、東員

町についてはいかがでしょう。 

○議長（島田 正彦君）   中村浩也上下水道課長。 

○上下水道課長（中村 浩也君）   東員町の水質ということでございますが、東

員町は４つの井戸から１００％地下水ということでございます。地下水の性質としま

しては、伏流水じゃなくてということで、大腸群とか細菌の侵入というのはまずない。

それと東員町におきましては、毎年度水質検査計画を定めております。町民の皆様に

安心して水道を利用していただけるよう、法令で定められております基準、これに則

って検査を行っております。また、色、濁り、消毒の残留効果、こちらにつきまして

も日々検査を行いながら、住民の方々に安心してご使用いただけるように、水道水の

管理を万全にしておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（島田 正彦君）   中村 等議員。 

○３番（中村  等君）   飲み水も大丈夫だということで、一番命に関わる大切

な水ですので、町下水道課の業務というのは大変だと思いますが、使命感を持って職

務に当たっていただきたいと思います。 

 最後に、先ほどからずっと質問を一貫して申してまいりましたが、２０４０年には

どうしても少子化と高齢化というのは、東員町は避けて通れないと私は思います。こ

の中で、町長もおっしゃいましたが、きちっと計画をしていただいて、「おみごと！

があふれるまちへ」の実現に取り組んでいくということですので、私たち議員も協力

いたしますので、ぜひとも将来が必ず子どもたちに未来輝かせる東員町であるように、

計画をきちっと立てて、対策をしていっていただきたいと思います。 

 これで私の質問は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

 


