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開議 午前１０時００分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 ごあいさつを申し上げます。 

 ただ今より、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 なお、谷明美君より欠席の届けが出ておりますので、報告をいたしたいと思います。 

 開会に当たりまして、一言申し上げたいと思います。 

 皆さん、改選前、開会のときにも申し上げましたが、改選をされまして初めての定例会

であります。今回ご登壇をされる方は新人の皆さん４人、全員、登壇でございます。本当

にこのことについては我々としても期待をいたしておりますし、議会に一つの新風を吹き

込んでいただきたい、そういうふうな気持ちでご精励を申し上げるところであります。 

 さて、蛇足ながら、皆さん方は前回の激戦を勝ち抜かれて、ここに登壇された２０名の

方でございます。今の市内は大変な千変万化の時代を迎えており、極めて困難な時代を迎

えておるわけであります。市民の間には将来に対しての秋霜感、それから大いなる不安が

募っておるわけであります。そのときに当たり、今回の議会、どうぞ皆さん方、登壇され

る皆さん方は一つの将来に対する示唆、目標をしっかり定めることができるような質問が

展開されれば誠にこれにまさる幸せはないのではなかろうかと議場で思うわけであります。

皆さんの一層の奮励努力せよ、日本海海戦でありませんが、一言申し上げましてごあいさ

つといたします。 

 まず、会議録署名議員の指名をいたします。会議録署名の議員につきましては７番 藤

原英雄君、８番 井川英秋君、９番 西村昌義君を指名をいたします。 

 日程第２、市政に対する一般質問と代表質問を行います。 

 まず、代表質問からとり行いたいと思います。 

 通告は、お手元にご配付のとおりでありますので、これに従って、順次行ってまいりた

いと思います。なお、新人の方もございますが、通告の範囲内、通告の範疇でもって質問

は展開をしていただきたいと思いますが、それぞれ少しの展開、派生というものは、これ

は議長の裁量権に定められておりますので、私の判断で処していきたいと思いますので、

そのようにお心得の上、質問を展開していただきたいと思うわけであります。 

 以上であります。 

 それでは、代表質問を順次許可いたします。 

 初めに、相和会、藤田元治君。 

◎６番（藤田元治議員） 

 ６番、藤田。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 藤田元治君。 

［６番 藤田元治議員 登壇］ 

◎６番（藤田元治議員） 
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 議長よりお許しをいただきましたので、会派相和会を代表いたしまして、代表質問を行

います。 

 先般６月１１日、衆参両院の本会議において菅首相の就任後初めての所信表明演説があ

り、真の国民主権の実現を基本理念にさまざまな行政課題に対する方針が示され、その中

でも地域主権の確立が明確に述べられ、地域主権の確立を目指すとあり、そして今は総論

の段階から各論の段階に進むときがきている。各地の要望を踏まえ、権限や財源の委譲を

丁寧に進めていき、地域ごとの具体的な結論を出していくと明言されております。いよい

よ総論の段階から各論の段階に進み、真の地方分権、地方主権が確立される期待感と同時

に身の引き締まる思いを体感したのは私だけではなく、地方自治にかかわる多くの皆様方

が体感したのではなかろうかと思います。昨年夏、多くの国民の期待感により政権交代が

なされ１年もたたないうちに首相の交代、今回、所信表明に掲げられたこと、方針が、ビ

ジョンがただ単なるお題目に終わらないように、地域主権ではなく、地域混乱を招かない

ように切望いたしたいと思います。同時に、ちょうど同じ日に４年に一度、世界を熱狂さ

せるサッカーのワールドカップ、南アフリカ大会、この大会７月１２日までの決勝戦まで

に計６４試合、延べ３００万人の観衆を呼び込む巨大イベントが開幕し、連日連夜、熱い

熱い闘いが繰り広げられると同時に、数々の歴史に残り、語り継がれる名場面が誕生して

おります。今定例会、美馬市議会選挙後の初の定例会であります。市民の皆様方からいた

だいたさまざまな意見、提言をふるさと美馬市を思う熱い熱い思いとともに代弁すると同

時に現状の閉塞状況からの打破と、わがふるさと美馬市の元気回復に向けて一生懸命質問

してまいりますので、理事者の皆様方におかれまして明解な答弁をどうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 今回の質問は毎定例議会、市長の所信表明の中で毎回行われております総合計画、基本

計画に沿って行われる主要施策の説明、次に主要施策の説明と課題等について申し上げま

す。 

 第１点は、市民が大切にされるまちづくりから始まり、安全・安心、快適で便利なまち

づくり、環境と調和するまちづくり、活力みなぎるまちづくり、人が集い、交流が生まれ、

魅力あるまちづくり、そして最後に市民と行政による共創・協働のまちづくりのこの６項

目に沿って説明がされます。この総合計画の基本計画６項目、理事者の皆様方はもとより、

我々議員にも事あるごとに常にまちづくりのビジョンが、計画が示されてまいりました。

そして、今年度は前期基本計画の仕上げの年でありますので、今回の代表質問も総合計画

の基本計画に沿って、前期基本計画の仕上げの年であることを意識して質問を行ってまい

りたいと思います。 

 まず初めに、市民が大切にされるまちづくりであります。その中でも本市のまちづくり

の未来を担う、まちづくりの根幹をなす子育て支援事業についてお伺いをいたします。先

般、脇町、美馬町の幼稚園から小学校の低学年のお子様をお持ちの仕事と子育てを両立さ

せようと日々、一生懸命頑張っておられるお母様方からお話を聞かせていただきました。

お母様方からは本市において子育てと仕事の両立に対して悲痛な訴えがありました。その

内容は、今、本市が実施しております子育て支援事業の実態は、まず幼稚園においての預
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かり保育であります。預かっていただける時間は午後５時３０分までであります。一般企

業ではもちろんでありますが、市の職員でもまじめに仕事をしていれば正規の勤務時間内

に仕事を終え、片づけをし、お子様をお迎えにいくのは非常に困難です。また、美馬町、

旧町内においても大きな格差があります。放課後における児童の預かり、児童館で対応で

きない校区は放課後子供教室、毎週水曜日１日だけであります。あとは、自分で考えて対

応しなければならない。全く支援策がありません。その他にも長期休業中の問題等々、い

ろいろなお話を聞かせていただきました。同時にお母さん方は明日は子供をどうしようか、

もう仕事を辞めようか、辞めなければならない、苦悩に満ちた日々を、現実を切々と語ら

れておられました。また、近隣の市町村に目を向けてみますと、お隣の町、阿波市と比較

してみますと、隣町でありながら子育て支援に対し、大きな、大きな格差があります。幼

稚園の預かり保育、阿波市は午後５時までと午後６時までのツーパターンを用意し、また

三好市においても午後６時までとし、市民ニーズに対応をしております。更に、預かり保

育の保育料金も本市が月額１万円なのに対し、阿波市は月額４,５００円、本市の半分以

下であります。そして、保育所における保育料においても本市の中で一番利用者の人数が

多い第４階層の保育料を比較してみると、３歳未満児、本市が月額２万８,５００円に対

し、阿波市は月額１万７,８００円、３歳児で本市が月額２万５,５００円に対し、阿波市

が月額１万５,３００円。その他の階層においても、月額で１万円以上、本市が高く、そ

の格差は明白であります。まちづくりの根幹をなす、まちづくりの未来を担う子育て支援

事業、利用者、顧客ニーズへの対応と利用料金の是正は必要不可欠ではないでしょうか。

今議会補正予算で認定こども園の建設費が計上されております。この事業実施によって解

決できる問題点も多々あると思いますが、一番早い完成の脇町地区で平成２４年だそうで

す。先にも申しましたが、お母様方は明日は子供たちを、仕事をどうしようか、苦悩の

日々を送られております。今、実施されている施策の内容が時の流れ、社会情勢、経済情

勢を含め、顧客ニーズに対応できず顧客満足度が得られていない、得る努力もされていな

い。一つ一つの施策をマネージメントして、時の流れに順応させて市長のお好きなプラス

ワンです。プラスワンを積み重ねて、成熟させて、その結果認定こども園であれば新しい

充実した施策の展開が図れますが、机上の施策の内容、お題目のすりかえだけではいつま

でたっても成熟した施策の展開にはなりません。美馬市の次代を担う子供たちを育ててい

る、今、子育て真っ最中のお母様方の意見を聞き、一つからでも是正することが急務と思

いますが、ご所見をお伺いいたします。 

 次に、子宮頸がんの予防ワクチンの公費助成についてお伺いをいたします。今、本市で

は健やかな暮らしを支える社会づくりのために健康づくり事業の推進が実施されており、

その中の事業の一つに各種検診事業の実施により、健康づくりの推進が図られておられま

す。その中で、最近、非常に大きな注目を浴びているものの一つにがんの中でも唯一予防

が可能になった子宮頸がんのワクチン接種であります。このワクチンは１１歳から１３歳

ごろまでに接種するのが理想とされ、４５歳ぐらいまではメリットがあるとされておりま

す。接種すれば７０％は予防可能だと言われております。ただ接種には５万円前後の費用

がかかります。全国の自治体ではこの費用の公費助成の動きが広がっており、県内医療関
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係者からも確実に効果があるワクチンなので、是非接種すべきだとの声も上がっておりま

す。このワクチン接種の公費助成に関しては、去る６月１５日の徳島県議会の代表質問に

おける知事答弁において助かる命を早く助けるという観点から、大きな意味があると認識

していると、今後は市町村の意見を聞きながら具体的な助成内容の検討を進め、年内には

公費助成による接種ができるように早急に取り組むと説明しております。そして現状の政

権政党である民主党のマニフェストにも助成制度の創設が掲げられております。国・県の

公費助成により、また不十分な点は不足分は本市でもプラスワンの助成をし、最大限の自

己負担の軽減を図り、多くの市民の皆様方、助かる命を早く助けることが健やかな暮らし

を支える社会の実現へとつながっていくと確信をしております。子宮頸がん予防ワクチン

の公費助成における国・県への要望、提言、同時に本市における取り組みについてご所見

をお伺いいたします。 

 次に、安全・安心、快適で便利なまちづくりについてであります。その中でも買い物弱

者と新美馬市型公共交通システム構築についてお伺いをいたします。経済産業省の発表に

よりますと、高齢者を中心に食料品などの日常品の買い物が困難な買い物弱者が全国で６

００万人に上るという推計が発表され商店の相次ぐ閉店、公共交通機関の廃止が買い物か

ら足を遠ざけている深刻な地域問題だと指摘されております。本市においても高齢化率が

３０％を超え、独居老人世帯も２,２２５世帯。私は議員活動の一環としておひとり暮ら

しの高齢者のお宅を訪問いたしております。外出するときは高齢者用のカートを押し、痛

い足をかばいながら一歩ずつ歩いていきます。昔あったそこに行けば何でもそろう地域の

店、もう今はありません。少し遠くの大型店、また病院に行くときは天気のよい日は痛い

足をかばいながら歩いていきます。しかしながら、そんなこととは全く、何ら関係ないよ

うにだれも乗っていない、空気を運ぶバスが多額の市の補助金で排気ガスを出して走って

ます。本市のように少子高齢化の進んだ地域にとって理想の公共交通システムはオンデマ

ンド、必要なときに必要なだけであり、ドアツードアのシステムで、同時に園児から高齢

者まですべての皆様方が低料金で利用できるシステムであります。本市では今高齢者に対

して情報通信を利用してメディカルとリンクさせた、さまざまな施策が展開されようとし

ておりますが、この公共交通の部分においても情報通信を活用してオンデマンドであり、

ドアツードアのより理想に近づけた新美馬市型公共交通システムの構築にチャレンジし、

高齢者、交通弱者のライフラインの確保により、メディカルリンクにプラスワンしたメデ

ィカルリンク、ハイクオリティーなタウン構想への挑戦は意義あるものと確信をしており

ます。私は同じ内容の質問、平成２０年６月議会に質問をしております。そのときの答弁

は本年２月に発足した地域公共交通会議で十分に検討し、本市の現状に即した公共交通シ

ステムを構築していくとのことでした。地域公共交通会議はその後何回開催されたのか、

本市の現状に即した公共交通システムの構築はどの程度まで進んでいるのか、それはそし

ていつごろから実施されるのかお伺いをいたします。 

 次に、活力みなぎるまちづくりについてであります。その中でも家畜伝染病、口蹄疫対

策についてお伺いいたします。今議会、冒頭、市長の所信において家畜伝染病、口蹄疫の

防疫体制について県の防疫手順を定めた対応マニュアルの策定、畜産農家への消石灰の配



 ８ 

付や消毒の徹底の指導により、病原体の侵入防止を講じるとのことでありました。本市の

家畜農家におきましても牛群検定において毎年県内屈指の優秀な成績を修められ、日々努

力されている若い畜産農家の方がおられます。今回の口蹄疫発生は脅威であり、自衛防疫

手段しかありません。そして、その手段は立ち入り禁止、消毒徹底、異常の早期発見等々

が行われておりますが、完璧な防疫手段はありません。県の防疫手段とともに本市独自の

自衛防疫手段、防疫支援、例えば、立ち入り制限の周知徹底の情報広報、国・県への要望

事項として、消毒においては消石灰プラスｐＨの強い複合次亜塩素酸系消毒液の配付、及

び早期発見システムの開発と防疫体制の充実を図るべきと思われますが、ご所見をお伺い

いたします。 

 最後に、市民と行政による共創・協働のまちづくりについてであります。その中で、総

合計画、後期基本計画と財政運営指針についてお伺いいたします。平成２２年度は総合計

画前期基本計画の仕上げの年であると同時に、後期基本計画の策定の年でもあります。先

般、臨時議会で、今後取り組む重点事項として五つの重点目標が掲げられ、この五つの重

点目標を柱として四国のまほろば美馬市の建設に向け、効率的かつ効果的な行政運営を行

うと市長の所信表明がありました。同時に、平成２７年度以降の美馬市財政運営指針の策

定の基本的な考え方が示されました。その内容は地方公共団体の財政の健全化に関する法

律に基づき関西学院大学大学院の小西砂千夫教授が提唱いたします新たな財政分析、資料

等を参考に本市の中期財政フレーム、及び本市を取り巻く課題、旧合併特例法の期間終了

による普通交付税の一本化、国勢調査によります人口減少等々とともに分析し、平成２７

年度以降の財政運営指針、及び平成３２年以降、目指すべき財政健全化目標が示されてお

りました。そして、冒頭にも申し上げましたが、新政権の地域主権の確立も総論の段階か

ら各論の段階に進み、真の地方分権、地方主権が確立される、イコール自己決定、自己責

任のもとで、自治を進めていかなければならない。その中で、財政の健全化は大きな課題

であると同時に、理事者、議会、市民が三位一体となって取り組み、それぞれの責務を明

記し、健全化に向け、更に強いフレームを創設し、財政健全化推進条例としてルール化し、

本市の財政状況の健全化を安定して継続させることが必要不可欠だと思われます。財政健

全化推進条例の制定について、市長のご所見をお伺いいたします。 

 以上質問して、答弁により再問をさせていただきます。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 市長。 

 理事者の答弁者に申し上げます。質問者の質問が多岐にわたっておりますので、質問の

趣旨を確認の上、ご答弁をお願い申し上げたいと思います。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 相和会代表の６番、藤田元治議員の代表質問についてお答えを申し上げたいと思います。

私からは、子宮頸がん予防ワクチンの公費補助について、それから家畜の伝染病、口蹄疫
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の対策について、それから総合計画と財政運営指針についての３点につきまして、ご答弁

を申し上げたいと存じます。 

 まず、第１点目の子宮頸がん予防ワクチンの公費助成についてでございますけれども、

子宮頸がんは国内で年間約１万５,０００人が発症をいたしておりまして、そのうち約３,

５００人の方がなくなっておられるというふうに推計をされております。女性特有のがん

では乳がんに次いで発症率が高くなっております。このような中で、平成２１年１０月１

６日に国が承認をいたしました子宮頸がんワクチンは、２種類のウィルスの感染に対して、

高い予防効果があり、このワクチン接種によりまして将来の子宮頸がんの発生を約７０％

減少させることができるというふうに期待をされております。現在、このワクチンは任意

の予防接種として１０歳以上の女性に推奨されておりまして、医療機関等で接種が行われ

ておりますが、十分な予防効果を得るためには初回の接種から６カ月以内に３回の接種が

必要でございまして、５万円程度の費用がかかります。経済的にも大きな負担となってい

るところでございます。このような現状から、子宮頸がんワクチンの定期予防接種化や公

費助成につきましては医師会等から国や県へ要望がなされておりますが、先般の徳島県議

会におきまして、知事より子宮頸がんワクチン接種費用につきまして、市町村の意向を伺

いながら年内に公費助成ができるように取り組むとの方針が示されたところでございます。 

 本来、この事業については、まずは国において対応すべきと考えておりますが、本市と

いたしましては、今後、県の動向を注視しながら、個人負担が軽減されるような公費助成

の内容について検討してまいりたいというふうに考えております。 

 次に、家畜伝染病の口蹄疫対策についてのご質問でございますが、現在、宮崎県では連

日報道されておりますように、口蹄疫がとどまることなく、本当に猛威を振るっている状

況でございます。美馬市におきましても、畜産業の非常に盛んな土地柄でございまして、

宮崎の状況は大変気になるところでございます。この病気は高い伝播性、罹患した動物の

生産性の低下、幼獣での高い致死率という特徴を持っておりまして、感染が確認された場

合、他の家畜への感染拡大を防ぐために罹患した患畜は発見され次第、殺処分されること

となります。また、感染の疑われる家畜が発見をされますと、家畜の移動制限がかけられ

ることなどによりまして、経済的な被害も甚大なものとなってまいりますために、畜産関

係者から非常に恐れられている病気でございます。 

 日本国内で口蹄疫が発見された場合には、対応といたしましては、家畜伝染病の予防法、

及び農林水産省の定める口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針に従って行われますため

に、市としての対応は県の指揮により対応を行うこととなります。議員ご指摘のとおり、

完璧な防疫手段はございません。美馬市といたしましては、口蹄疫予防対策といたしまし

て、県が主催をいたします徳島県口蹄疫防疫対策会議での研修会等に参加するほか、現実

に口蹄疫が発生した場合には、口蹄疫西部総合県民局現地危機管理対策本部へ農政課から

職員を１名派遣するなど、防疫、あるいは蔓延につきましての防止について万全を期して

まいりたいと考えておるところでございます。 

 市独自の防疫支援ということでございますけれども、情報の早期入手が一番肝心なとこ

ろでございまして、入手をいたしました情報、あるいは立ち入り制限等の周知につきまし
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て、ケーブルテレビや音声告知放送等によりまして、速やかに住民に周知をするなどの対

応は当然やってまいらなければならないと考えております。また、消石灰以外にも対応で

きる予防手段や早期発見システムの開発等につきましても、国・県等にも要望してまいり

たいと考えております。 

 現在のところ、県内の牛・豚の飼育農家を全戸調査を行った結果では、異常がないこと

が確認をされておりますが、防疫措置といたしまして、消石灰の全戸配付を行いまして、

病原体侵入防止対策を行っております。更に、市内での発生を想定いたしまして、病原体

の蔓延防止のために、迅速な対応が行えるような危機管理体制を整えているところでござ

います。 

 続きまして、財政健全化推進条例の制定についてということでございますけれども、本

市におきましては累次に実施をされてまいりました国の緊急経済対策による市の財政状況

の変化を勘案いたしまして、合併特例がおおむね終了いたします平成２７年度以降の財政

運営を持続可能なものとするために、本年の２月に平成２７年度以降の美馬市財政運営指

針を作成いたしましたところでございます。これを踏まえまして、市の財政規律を条例と

してルール化し、理事者、議会、市民の責務を明らかにすることで、本市の財政健全化の

継続的な安定を目指すという藤田議員のご提案ではないかというふうに受けとめておりま

す。ご指摘のように、政府におきましては補助金の一括交付金化や地方への義務づけ・枠

づけの見直しなど、地域主権の確立を目指し、地域主権戦略会議におきまして議論がなさ

れておりまして、正に総論から各論へと進んでおります。 

 こうした状況の中で、地方財政につきましても、ひもつき補助金の一括交付金化に加え

まして、地方の自主財源の充実強化の検討などにより、現在の地方財政の体系も大きく変

化を遂げていくというふうに考えられておりまして、本市といたしましても、こうした財

政制度の変化に的確に対応していかなければならないというふうに考えております。ご提

案をいただきました財政健全化推進条例の制定につきましては、地方分権の流れの中で、

市の自立的な収支の均衡化を促す有効な取り組みというふうに理解はいたしておりますが、

先ほど申し上げましたように、今後、地方財政の体系が大きく変化をしていくと考えられ

る中にあっては、まずはしっかりと、その変化を見きわめていくことが肝要かというふう

に思います。その上で、財政健全化推進条例の制定についても研究をしていきたいという

ふうに考えておりますが、制定に当たりましては、条例の制定による効果、また財政規律

を条例でルール化することによる財政運営上の制限の問題点など、検証をしていかなけれ

ばならない課題も多々ございます。今後はまず、そういった課題について研究を進めてま

いりたいと考えております。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 教育長。 

[教育長 光山利幸君 登壇] 

◎教育長（光山利幸君） 

 幼稚園における預かり保育の時間延長についてのご質問でございますが、議員ご指摘の

ように、近年の雇用情勢や就労形態の多様化などから、預かり保育に係る時間延長につい
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ては、市といたしましても検討すべき課題であると認識をいたしておるところであります。

一方、受け皿としての幼稚園教諭の勤務時間についてでありますが、原則、午前８時から

午後４時４５分までといたしております。仮に、午後５時４５分まで勤務いたしますと、

毎日約１時間の超過勤務となるところであります。このため、現在、専任の臨時職員を配

置し、対応しておるところでありますが、午後４時４５分以降、正規職員が全く不在の状

態で預かり保育を実施いたしますことは、管理責任からの問題も懸念されるところであり

ます。そこで、正規職員のうち一人は、保育終了まで可能な限り在園するように努めてお

るというのが実態でございます。そのような状況下であり、園としての管理責任とそれに

付随する職員の慢性的な超過勤務という課題がありますことから、直ちにというわけには

まいりませんが、利用者の実情など、実態把握に努めまして、今後の望ましい方向を見き

わめ、対応してまいりたいと考えております。 

 また、幼稚園における預かり保育の保育料が近隣市と比較して高いのではとのご質問で

ございますが、預かり保育につきましては、保護者の就労など、保護者の都合により希望

される幼児のみが利用されますことから、住民負担の公平性確保の観点と受益者負担の原

則から利用される方に応分の負担をしていただくべき性質のものであると考えております。

このため、合併時におきまして、類似施設である児童クラブの利用料や、近隣市町の預か

り保育の利用料などを参考に現在の月額１万円と定めたところであります。 

 これについて、引き下げを行ってはどうかとのことでありますが、市の総合的な子育て

支援策、次世代育成支援行動計画との整合性、また将来的な財政負担などについても考慮

する中で、今後、慎重に検討してまいりたいと考えております。 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 保険福祉部長。 

[保険福祉部長 逢坂章人君 登壇] 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 続きまして、藤田議員さんより保育所の保育料が近隣市と比較して高いのではとのご質

問をいただいております。 

 現在、市内６カ所の保育所で０歳から４歳児、３９４人が通所しておりまして、通常保

育のほかに一時預かり事業や育児に関する相談・指導を行う地域子育て支援センター事業

も実施しておるところでございます。また、本年４月からは６保育所、すべてにおきまし

て、終了時間を１８時３０分といたしまして、３０分延長することにより、子育て家庭の

就労支援を図っているところでございます。本市の保育料につきましては、旧町間で差が

あったものを合併時に現在の基準に調整したものでございまして、国の徴収基準に対し、

各階層の平均値といたしまして、３歳児未満では８６.７％、また３歳児では６８.４％、

４歳児以上では６１.７％の水準にございます。しかしながら、近隣市と比較いたします

と、同水準、もしくは高い水準となっているのが現状でございます。これにつきまして、

引き下げを行ったらどうかとのことでございますが、市の総合的な子育て支援策との整合
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性、また将来的な財政負担、更には現在計画を進めております認定こども園における保育

料基準についても考慮する中で、今後、慎重に検討してまいりたいと考えております。 

◎市民環境部長（小笠博文君） 

 市民環境部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 市民環境部長。 

[市民環境部長 小笠博文君 登壇] 

◎市民環境部長（小笠博文君） 

 続きまして、買い物弱者と新美馬市型公共交通システム構築についてのご質問をいただ

いておりますが、美馬市の公共交通は主に路線バスとＪＲがあり、路線バスにつきまして

は乗り合いバス廃止後、自己の交通手段を持たない交通弱者の要望にこたえ、生活交通を

守るための市営及びバス事業者への運行補助により穴吹・木屋平線を始め、４路線９系統

の地域バスを運行し、過疎化、高齢化が進む地域の利便性確保に努めておるところでござ

います。 

 昨年度の実績は、委託料・補助金で３,５９４万円を支出しておりまして、いずれも市

からの補助金なしには維持できない状況でございます。平成２１年３月に地域公共交通会

議の協議により、美馬町の黒砂から石仏線を試験運行するとともに、要望のあった運行路

線の見直しを行いました。また、本年２月には利便性の向上を図るためアンケート調査を

行いました。今後、この調査をもとに運行バス業者と協議を行い、路線の変更や時刻表等

の見直しを行いまして、その結果を広報に掲載し、需要の掘り起こしに努めてまいりたい

と考えておるところでございます。 

 路線バスは低料金で利用できるといったメリットがございまして、移動手段のない市民

にとりましては重要なものでありますが、自宅からバス停、及びバス停から目的地までの

移動手段の確保も必要となり、人口の減少とも相まって、利用者が減少しているのが現状

でございます。しかしながら、本市といたしましては交通弱者の移動手段として公共交通

はなくてはならない施策と考えております。今後の対応といたしましては、現存の路線バ

ス事業の見直しを含め、議員ご指摘のＩＣＴを活用したデマンド交通、スクールバス、遠

距離児童通学輸送タクシーの乗り合い、コミュニティバスなど、効果的な公共交通システ

ムの構築について検討してまいりたいと考えております。 

◎６番（藤田元治議員） 

 ６番、藤田。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 藤田元治君。 

［６番 藤田元治議員 登壇］ 

◎６番（藤田元治議員） 

 それぞれ答弁をいただきました。再問及び提言をさせていただきます。 

 まず、子育て支援における幼稚園の預かり保育でありますが、時間延長については検討

すべき課題であると認識しているとのことでした。現状でできない課題として、園の管理
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責任、職員の慢性的な超過勤務等々が掲げられておりました。いろいろな方策がとれるの

ではないでしょうか。知恵を絞れば、出てくるのではないでしょうか。だれのために、何

のために実施している施策か、原点に返り考える必要があると思います。そこで、再度お

尋ねをいたします。明日子供たちをどうしようか、仕事を辞めようか、苦悩の日々を送っ

ておられる方々を直ちに支援できる可能性がある方策、できない理由でなく、できる可能

性についての創出は何かないのか、知恵はないのか、明日子供たちをどうしようかと苦悩

する方々に対して、それは最短でいつから実施可能なのかお伺いをいたします。更に、延

長保育の保育料ですが、隣町、阿波市と倍以上の差がある。施策の実施の重点の違いとい

えば、それまでですが、現下の経済状況下で非常に大きな格差であります。この施策の実

施する意義を再考すると同時に、美馬市の目指すべき将来像、四国のまほろば美馬市、だ

れもが、だれもが住みたくなる町を目指して、格差是正の努力が必要不可欠ではなかろう

かと思います。そこで、お伺いいたします。先の臨時議会、教育委員に就任されると同時

に教育長になられました教育長にお伺いします。就任早々、本市の子育て支援の現状を見

て、隣町、阿波市と比較等々から見ても施策比重がどのようなものか理解できたと思われ

ますが、新しく教育長になり、子供を産み育てる喜びを感じられる社会の構築をどのよう

に築いていくのかお伺いいたします。 

 次に、保育所の保育料でありますが、この答弁に関してもできない理由を羅列して施策

に対しての認識が全くないように思われます。将来的な財政負担、この施策のできない理

由の一つに、将来的な財政負担のことを出してくるのは、政策に対してその目的を達成す

る意識も意欲もないことを明確にあらわしているのではないでしょうか。この施策を実施

することによって、少子化に歯止めをかけ、人口減少を食いとめて、将来的にも財政的に

も含めて負担を軽くする。言いかえれば、将来に対する重要な先行投資と考えておりまし

た。隣町と比べて、保育料に大きな格差があることを、これを再認識し、認定こども園に

おけるハード部分の整理によるコスト削減により、保育料の軽減を是が非でも達成してい

ただき、だれもが住みたくなる要素を一つでも多くして、四国のまほろば美馬市の実現に

つなげていっていただきたいと思います。 

 子宮頸がんの予防ワクチンの公費助成につきましては、最小限の自己負担で多くの市民

が接種できるように公費負担をし、助かる命を早く助けていただきたいと思います。市民

の生命財産を守るのは行政の役割です。絶対に市民の生命は守る、助かる命は助ける、強

い意志により個人負担が要らないように積極的な、前向きな検討を切望いたします。 

 買い物弱者と新美馬市型公共交通システムについてでありますが、先にも申しましたが、

本市の高齢化率、３０％を超えております。独居世帯も２,０００世帯を超えております。

そして、学校再編計画、認定こども園の施策にも着手をしようとしております。園児から

高齢者まで、すべての人が利用できる公共交通システム、そこには市民のコミュニケーシ

ョンの場、世代の交流の場、国際交流も大切ですが、市民間の世代間の交流もこれからは

特に必要不可欠です。世代間の交流の場が設けられます。そして、市職員はもとより、通

勤等も含め、市内の公共施設への移動はこの公共システム、議員ももちろんそうです、公

共交通システムを利用することで補助金負担の軽減にもなるし、あらゆる面で経費節減に



 １４ 

なります。更に、環境面にもプラスになります。美馬市発の新美馬市型公共交通システム

の構築の切望、お願いをいたします。 

 口蹄疫対策につきましては、本市には非常に熱心な若い夢を持った酪農家の皆さんがお

られます。これは本市にとっての宝であり、大きな財産です。口蹄疫対策はもちろんのこ

とでありますが、日々の支援、施策に対しても最大限の支援をし、地場産業の活性化を図

ること、切望いたしたいと思います。 

 財政健全化推進条例の制定についてでありますが、地方財政の体系は大きく変化を遂げ

ていくことは間違いないと思います。しかし、現状の国の財政状況、現下の経済状況では

今よりもよい方向への変化は非常に難しく、今より厳しい方向への変化が予想されます。

私が今回提案している財政健全化推進条例の制定は財政運営におけるセーフティネットで

ありミニマム論です。今後の財政運営は失敗の許されない、ミスすればなかなか修正する

ことが難しくなることが予想されます。そのためにもセーフティネット、ミニマムの設定

は今後非常に重要になってくると思われますので、真剣に前向きに研究検討していただき

たいと思います。 

 以上、再問をいたしまして、まとめに入りたいと思います。 

◎教育長（光山利幸君） 

 教育長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 教育長。 

[教育長 光山利幸君 登壇] 

◎教育長（光山利幸君） 

 藤田議員さんの方から預かり保育の時間延長についての再問がございましたが、本市と

いたしましても預かり保育の時間延長につきましては、どのような手法で対応していくこ

とが一番効果的・効率的であるのか、現在、検討を進めておるところであります。 

 最短で、いつから実施可能かとのことでありますが、年度途中でもあり、調整も必要で

ございますので、時期の明言はご容赦いただきたいと存じます。が、できるだけ早く、ま

ずは一部の園からでも試行的に実施できないか、作業を進めてまいりたいと考えておりま

すのでご理解を賜りたいと存じます。 

 また、子供を産み育てることに喜びを感じられる社会の構築をどのように築いていくの

かとの再問にお答えをいたします。 

 将来を担う子供たちは美馬市の宝であり、その宝である子供たち、一人ひとりが大切に

され、それぞれのニーズにこたえられる豊かな学びを実現できる教育を進めていくことが

教育行政の重要な役割であると考えております。すべての子供たちが自ら学ぶ意欲を持ち、

生涯にわたって学び、自らの夢を実現してほしいと願うものです。今後、本市の教育を取

り巻く状況、市民のニーズ、教育資源・文化資源、地域の特性を踏まえ、教育課題の解決

と将来にわたる持続的な発展を図るため、美馬市の未来を担う人づくりを中長期的・総合

的な視点に立ち、実効性のある教育施策を一つ一つ、できることから進めていきたいと考

えております。そして、こうした教育行政としての取り組みを着実に進めていくことが、
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子供を産み育てることに喜びを感じられる社会の構築につながればと考えております。 

◎６番（藤田元治議員） 

 ６番、藤田。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 藤田元治君。 

［６番 藤田元治議員 登壇］ 

◎６番（藤田元治議員） 

 それぞれ答弁をいただきましたので、まとめに入ります。 

 預かり保育につきましては、時間延長、一部の園からでも試行的な実施検討に入ってい

ただける。是非、早い時期での実施をお願いいたしたいと思います。子供を産み育てるこ

とに喜びが感じられる社会の構築は今実施している施策を、一つ一つをマネージメントす

ると同時に、今できること、一つ一つ確実に実施していただきたいと思います。 

 最後に、今後も市民ニーズの多様化、地域主権も総論から各論の段階へ、地方財政も大

きく変化を遂げていく。これらに的確に対応し、今行われている行政が美馬市の歴史の中

で、歴史に残り語り継がれる名場面になることを切望して、すべての質問を終わります。

ご清聴ありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、藤田元治君の代表質問を終わります。 

 続いて、和考会代表の質問を行います。許可いたします。 

◎８番（井川英秋議員） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 井川英秋君。 

［８番 井川英秋議員 登壇］ 

◎８番（井川英秋議員） 

 おはようございます。ただ今、藤川議長の方から質問の許可をいただきましたので、和

考会を代表いたしまして、代表質問を行います。今日の質問は、質問というより、どちら

かといえば、要望的になるかもしれません。また、一般質問的な問題ですけど、我が会派

の三宅共会長の方からも勧めもございましたので、代表質問とさせていただきます。 

 さて、今日の議会、４月１８日の市議会議員選挙において市民の皆様に選ばれて初めて

の定例議会でございます。私も美馬町議会を含めて３期になりますが、何かいつもと違っ

て緊張感の中でいっぱいでございます。私はいつも議会は緊張感の中でやっているつもり

でございますが、やっぱり選挙後の初議会は少し違います。この気持ちを忘れず議員活動

をやっていくつもりです。また、絶対にこの気持ちを忘れてはならないと思っております。 

 さて、市長、３月議会の最終日の市長のごあいさつで現職議員の方々にごあいさつがご

ざいました。再選出馬される方々には、再度この議会に返ってこられるようにと激励のお

言葉をいただきました。しかし、ここに返ってくるのは本当に並み大抵ではございません

でした。本当に厳しい、厳しい選挙戦でございました。市民の人々からいただいた一票一
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票の重みを大事に、市民の方々のための議会活動をしなくてはならないと痛感しておりま

す。今日の質問も選挙戦を通じて、また後援会活動を通じての市民の方々の声を代弁する

質問でございます。今回は後援会活動、また選挙戦を通じて多くの方々の声を聞き、対話

をさせていただきました。私も今までにない努力はしたつもりでございます。このような

中で、今、市民の方々が何を思っているか、何を考えておられるか、何に苦労されている

か、何を行政に求めているか、少しはわかったつもりです。その点を私もしっかりと頭に

入れ、政治活動、議会活動をしなくてはなりません。今日の質問もその一環でございます。

では、質問の本質に入ります。質問は通告をしております２点でございます。 

 １点目の質問ですが、この地方、この田舎で住んでおれば永遠のテーマかもしれません。

市の経済政策についてでございます。今、美馬市民は農業を中心に、特に兼業農家、また

林業関係、また建設業を中心とした工業、また小さな店を構えての商業者、主にこの４分

野に分かれての経済活動状況ではないかと思います。しかし、実際は国・県からの交付金、

補助金を当てに公共事業を中心に行政運営、またまちづくり、市民生活をしてきたのが実

態かと思います。しかし、これもまた、現在は国・県は皆様ご存じのとおり、自分の行く

先もわからない、地方のことなど考える余裕もないような状態でないかと思います。早く

本当に政治の安定がなければ、いつもいつもあおりを食うのは、受けるのは弱い弱い地方

の私たちでございます。私も今選挙中、市民の皆様方の声を多く聞きましたが、特に経済、

また雇用問題については悲鳴にも近く、またあきらめにも近い声でございました。そう感

じたのは私だけでしょうか。ここにおられる議員の皆様も同じ声を聞いたのではないでし

ょうか。今、何をおいても真っ先に取り組むべきは経済政策でございます。議会も、今議

会、経済活性のために、美馬市活性化特別委員会を立ち上げることとしております。私が

思うに、今までみたいに国・県依存体質だけでは絶対にいけない。我が町の自然を生かし

た農業中心の地場産業、また基幹産業の再生、育成をなくしては美馬市の未来はないよう

に思います。各業種においての、そのために今までのこのような事業に取り組んでこられ

た方々、またこれからのこのような事業に取り組む人々を中心にプロフェッショナルな人

材育成、また体制づくりが必要かと思います。本当の基本をつくる必要があります。例を

挙げますと、県内で作る主力野菜においても、特に吉野川下流域で作る野菜は連作障害も

あり、耕作地を吉野川上流域に求めているともお聞きいたします。いろいろ作るよりも、

平凡な主力野菜の大量生産ができる地域づくりにすることも考えるべきではないでしょう

か。やり方によって、本当のこの不況がチャンスかもわかりません。また、ほかの部門に

おいて、経済部で、今現在取り組んでおります事業所誘致、いろいろと取り組んでおられ

るとは思いますが、今現在どのようなことが進んでいるかお聞きしたいと思います。また、

地元で経営している事業所、また商店、本当に今は社会的に弱い立場でございます。地元

の事業所、商店が減り、弱体化しては美馬市の発展は絶対あり得ない。ときには本当の保

護政策も必要なときもあると思います。この点の取り組みについても、ご答弁をよろしく

お願い申し上げます。 

 第２点目でございます。下水道についての質問でございます。特に、加入率の問題でご

ざいます。質問の時間もあまりオーバーするといけませんので、少し私も調査させていた



 １７ 

だきました。今現在、農業集落排水事業として脇町に２カ所、穴吹に２カ所、美馬町に１

カ所、全体で９７０世帯、公共下水道は穴吹町で９１３世帯が接続可能世帯数という状況

で運営されておられます。しかし、今現在、３月末の調査ではございますが、小規模な井

口、知野、宮内地区を除いて大規模な農業集落排水の２地区、脇町別所が３５％の加入率、

美馬町喜来が２４％の加入率でございます。公共下水の穴吹地区においては２４％の加入

率でございます。せっかく、すばらしい施設をつくり、地域の環境整備もよくなろうとし

ております。しかし、加入の問題をこのまま放置しておけば、施設の運営は苦しくなるの

は本当に目に見えております。将来の美馬市の財政に悪影響を及ばすことは確実でござい

ます。事業計画、または施工を実施したときとは本当に状況も、社会情勢も大きく変化い

たしました。多額の加入金、また敷地内での工事費、最初に予定していたより使用料は高

い状況でございます。環境、または便利さを思えば、本当は利用したいと思っている市民

が多くいるのは事実でございます。しかし、今の下水にかかる費用のことを思えば、なか

なか加入できないのも事実でございます。合併浄化槽設置で処理を行っている医療機関ま

た、大きな団体は今までの方式より予算面で何割も多く負担がかかると聞いております。

現実でございます。このような施設に対して何か、今までぐらいの条件で加入をできるよ

うなことは考えられないか。また、大量の水を使いますから、施設としても両者がよくな

るよう本当に思います。少し前向きに検討していただけることは本当にないでしょうか。

一例ですが、私、個人ごとでございますが、私の自宅の工事費は加入金の１５万を入れて

ちょうど１００万円かかりました。近所の医院でお聞きすると、４００万弱かかったと申

しておりました。一般家庭で、今、私の地元でございますが、美馬の喜来地域で、大体３

０万から５０万くらいかかっているようでございます。今の社会状況を考えれば、少し検

討をする必要があると思いますが、市長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。このよ

うな状況になったのも、私たち、議会の責任もございます。それは承知しての発言でござ

います。また、市の財源を考える必要もございます。市全体の財政を圧迫してはならない、

本当に難しい問題でございます。しかし、各地にこれだけのよい施設ができたので、また

環境、または運営のことを少し考えれば、早く加入してもらうことが急務ではないでしょ

うか。どう思われますか。市の財政の問題もありますし、基本は残し、加入してもらうい

ろいろな方策を考える必要があるように思います。何例か挙げますと、期限つきではよい

と思います。子供が沢山いる家庭は一定金額の割引、病気を持って年寄りが生活をしてい

る老人宅、条件によっては一定金額を超えれば割り引き、医療機関、市民が多く使う各種

団体の料金見直し、新しく加入をしてもらうため、今まで加入をしていただいている家庭

でも不平等さを起こさず、前向きに進めていく必要があると思います。今、市民の経済に

合った割引制度を作る考えはないでしょうか。そのために、再度検討するチームをつくり、

協議していただきたいと思います。市長、市の財政も考え、市民の生活状況も考え、すば

らしい環境づくりをするために、どうすればうまくいくかお考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

 答弁の内容により再質問をいたしますので、どうか明確なご答弁をよろしくお願い申し

上げます。 
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◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ８番、和考会、井川英秋議員の代表質問にお答えを申し上げたいと存じます。 

 まず、第１番目に、農業や林業、工業、商業など各分野の取り組み、特に、地場産業や

基幹産業に対する再生及び育成についてどういうふうにしているのかと、あるいはどんな

ことをやっているのかということでございますが、リーマンショックに端を発しました世

界同時経済不況は、持ち直しつつあるというふうに言われております。しかし、中小企業

や地場産業、大企業、地方と都市部など、経済の格差は更に拡大をしてきておりまして、

雇用や所得環境、人口の流出、超高齢化社会、農林商工業の後継者不足など、さまざまな

問題が本当に我々の地域では深刻化をしてきております。また、旧来の商店街はバイパス

道の開通や、それによる大型店舗の進出等によりましても衰退の一途をたどっておりまし

て、空き店舗が多く見受けられるようになってきております。こうした傾向に歯止めをか

けるためにも、これまで本市の経済を支えてまいりました農林商工業の地元地場産業の再

生・育成は必要不可欠でございまして、不況の中で倒産、廃業に追い込まれる方が出ない

よう支援策が求められておると、また、特に後継者や地域のニーズにあった人材、新しく

事業を興される人材の養成なども急務であるというふうに考えてございます。 

 このために、平成２０年度から引き続き、国の施策ではございますが、緊急雇用創出事

業でありますとか、あるいはふるさと雇用再生特別基金事業などに迅速に対応いたしまし

て、生活対策、経済・雇用対策に取り組んでいるところでございます。また、市の農林商

工業対策といたしましては、自給率向上のポイントとなる麦、大豆、飼料用米などにつき

ましても生産拡大を促してまいりますとともに、水田農業の経営安定の施策としての戸別

所得補償モデル対策を始め、森林整備計画に基づいた間伐や新植、保育等に係る森林整備

活動支援交付金事業、中小企業の資金繰りを支援いたしますセーフティネット貸付事業な

どの取り組みを進めながら、地元地場産業の再生、育成に対応してまいったところでござ

います。 

 しかしながら、成果をなかなか見ることができず、負のスパイラルを断ち切るまでには

まだまだ至っておりません。そこで、本年度から厚生労働省の委託事業として計画をされ

ておりますが、地域雇用創造推進事業に取り組みまして、雇用の拡大や人材の育成を図っ

てまいりたいと計画をいたしております。この事業は、農林商工業の後継者の育成や雇用

を守ることを目的とした経営改善セミナーやビジネスマネージメントのノウハウに関する

セミナー、建設事業者などに対する異業種参入セミナー、農林業に従事する方や経営され

る方に必要なノウハウや技術を習得していただくためのセミナーなどをそれぞれ開催しま

して、地域で求められている人材の育成や就業を促進するためのソフト事業を実施しよう

とするものでございます。このためにも地域のニーズにこたえられる事業となるよう商工
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会や地元経済団体などと連携を図りながら、計画を策定してまいりたいと考えております。

こうした施策を活用することによりまして、個々の業種が力をつけることができるように

サポートをしてまいりますとともに、地場産業、基幹産業の再生、育成についていろいろ

な視点から関係の方々とも十分ご相談をしながら何が支援できるのか、あるいは何を支援

すればいいのかということも含めて、今後検討を進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 もう１つは、事業所の誘致が必要ではないか、どういうふうに取り組んでいくのかとい

うことでございます。事業所の誘致につきましては、私も就任以来、幾つかの企業にも直

接お伺いをいたしまして、誘致のセールスを行ってきております。国や県など関係機関は

もとより、美馬市にかかわりのある方々からも情報をいただくなどいたしまして、広くア

ンテナを張りめぐらせて取り組んでまいりました。その成果として、油屋美馬館、立山シ

ステム研究所、あるいは小規模場外発売場オラレ美馬の誘致などをすることができました。

いずれも小規模ではありますが、雇用の創出を図ってまいりますとともに税収等の増加が

少しは図られたところでございます。しかしながら、まだまだ十分でないのはもちろんで

ございます。今後の取り組みといたしましては、製造業等のすそ野の広い工場や事業所の

誘致というのは、若年労働力の不足や地方の高齢化等により大変難しいというのが実情で

ございます。しかしながら、美馬市の強みであります市内全域に整備をしております光フ

ァイバー等高速通信網を大きな売りといたしまして、これからＰＲや、あるいは事業所の

誘致に努めてまいりますとともに、昨年度美馬市の事業所等設置奨励条例、あるいは規則

の改正を行ったところでございまして、これらによりますメリットを強調いたしまして、

比較的小規模な敷地でも誘致ができるコールセンター等情報通信関連事業所などの誘致に

重点的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 更に、もう一つは下水道についてでございます。下水道事業の加入促進につきまして、

加入率を上げるための検討及びその対策について、時代に見合った方法を考える必要があ

るんではないかというふうなご質問であったと思います。先ほどもお話いただきましたが、

本市の農業集落排水の平成２１年度末現在の加入率は、平均して４３.４％、また、公共

下水道の加入率は２４.９７％、いずれも低い加入率となっております。このように加入

率が低い原因といたしましては、景気が低迷をしているということも大きな要因だろうと

は思いますが、やはり一つには接続による多額の改修費を要すること、あるいは使用料に

ついて旧町村で料金格差があったものを統一料金に改正いたしたことによりまして、使用

料が上昇したことなどが考えられます。このため、接続費につきましては、できるだけ経

費を軽減するための接続奨励金の制度なども今まで導入をしてまいりました。また、使用

料につきましては現在農業集落排水、公共下水、ともに維持管理費に対する回収率が２

０％台となっておりまして、大半を一般会計から繰入金で補っておりますことから、議会

でもご審議をいただきまして、先ほど申し上げましたとおり、旧町村を統一した新料金に

改正をいたしたところでございます。特に、美馬町の使用料につきましては、合併前の旧

町が説明をしていた料金と現行に大きな差が発生していることも加入率を上げることがで

きていないという一つの理由と考えられます。 
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 市といたしましても、事業についてのご理解をいただくために広報みまへの掲載、また

未接続世帯への個別のパンフレット配布、あるいは企業への訪問、喜来小学校や脇町小学

校での下水道に対する出前講座の開講など、それぞれ地域の方々にご理解をいただくため

に取り組んでまいりましたが、残念ながら十分な成果が現れていないのが現状でございま

す。議員ご提案の、使用料の減免につきましては、このことが加入率の向上に及ぼす効果

や財政への影響額、あるいは減免の具体的な手法など、他の団体等の状況なども十分に情

報収集をいたしまして、検討してまいりたいというふうに考えております。 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 経済部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 経済部長。 

[経済部長 大垣賢次郎君 登壇] 

◎経済部長（大垣賢次郎君） 

 引き続きまして、井川議員様の質問にお答えをいたしたいと思います。地元企業の保護

はできているのかということでございますが、地元企業の現状につきましては格差社会の

拡大、個人消費の落ち込みなど、非常に厳しい現状にあるものと認識いたしております。

そうした状況を踏まえまして、公共事業における入札につきましては、特殊な工事以外、

経済対策的な側面からしましても、地元企業の指名・発注に心がけておりますし、消耗

品・備品等の購入につきましても、特別なものを除き、市内業者から購入することとして

おります。また、前年度実施をいたしまして好評を得ました美馬市内のみで使えますプレ

ミアム商品券を、本年度もまほろば商品券として、名前は変えましたが、１億１,０００

万円分発行しており、短期間で大きな消費効果が得られるものと期待をいたしております。 

 今後も市商工会と連携を密に図りながら、事業主の皆さんに対し有利な融資制度などの

情報提供や、より強固な経営力を身につけていただくためのさまざまなセミナーの開催、

経営相談を行うことによりまして、個々の力をつけてもらいましてスキルアップを図って

いただければと考えております。 

◎８番（井川英秋議員） 

 井川。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 井川君。 

［８番 井川英秋議員 登壇］ 

◎８番（井川英秋議員） 

 どうも答弁ありがとうございました。不況対策について何もかも１点、２点の問題、ど

うもこれ経済の問題が絡んでおります。不況対策について取り組んでいただいていること

はよく、常々わかっているつもりでございます。しかし、思わぬ不況でございます。今、

特に不況の中で、農業、食べていくもんがない。特に、農業の見直し、そういう中でよう

く言われておりますが、口で言うほど農業は決して易しいもんでない。しかし、基幹産業、

地場産業育成、農業をおいて、ほか、ないように思います。しかし、どうしてもこの中山
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間である美馬市においては農業を中心に産業を私は取り組むべきであると思います。ほか

の分野も同じですが、指導者、または体制を作ることは必要、急務だと思っております。

先ほど、市長の方から答弁をいただきましたが、厚生労働省の方から予算をいただいて、

いろいろその分野の方へ予算づけをして、いろいろこういう分野に取り組むというお言葉

をいただきました。Ｉターン、Ｕターン組、団塊の世代の受け入れ、耕作放棄地及び休耕

地の活用による大型農業、建設業を含む旧の事業者が、いろいろな法人取得をし、農業に

進出しようとしております。しかし、異業種の人だけでは失敗の繰り返しではないかと思

います。不況の上にまた不況が来る、そのような施策ではいけないと思います。農業を知

り、愛する人が中心になって指導できて、みんなが取り組めるような地場産業というんで

すかね、そういう再生が必要だと私は思っております。ほかの業種の人材育成も本当に必

要でございます。繰り返しますけど、市の活性は地場産業の再生、育成なしにしては道は

ないと思います。また、質問の中で、企業または事業者の保護の質問をしまして、答弁を

いただきました。今のこの地方での事業所を経営または運営するのは皆さん思っている以

上、本当に苦労されているのは事実でございます。この間、総理大臣の菅さんが申されて

おりました。最低不幸社会にすると。不幸な人を少しでもこの世からなくすると言われて

おります。私もそのように思います。本当に、今、この地方で住む者、ものすごい苦労し

ております。少しでもなくする、それが政治の一番の仕事でないかと思います。 

 それにまた、雇用のことを考えれば、絶対に、地元中心に、保護の問題ですが、考える

必要があるべきだと思います。本当に、市長、民間は思ったより経済的には深刻な状態で

ございます。市外へお金が行けば、必ずその地域で消費してきます。雇用もそちらで生ま

れます。市内で消費すれば、自然と市内で雇用も生まれます。市民が少しでも収入が増え、

消費をこの町でしてもらうことが一番の経済対策でないかと思っております。次に、下水

についてでございます。 

 環境をよくするために、各家庭に早く加入をしていただくことが急務でございます。先

ほども、市長の答弁の中でそのようなことを考えていかなくてはならないという答弁をい

ただきました。今の市民の方々の状況も併せた対策を取っていただき、担当の職員の方々

には各家庭を訪問し、今の状況、また今後の方針について説明をし、理解を求める営業活

動も必要でないかと思っております。早く今の問題を解決し、排水、下水等の環境問題を

美馬市全体で考えるべき、今の時代に合った方策も少し取り入れたことを考えて、美馬市

全体に環境整備ができるよう早く取り組むべきだと思っております。その点も含めて、再

度、市長の決意をよろしくお願い申し上げます。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ８番、井川議員の再問にお答えをいたしたいと思います。特に環境問題を含めた下水道
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は正に流末、最終の、いわば環境に対する対策でございます。そういうことで、我々も本

当に加入率を上げていく必要がございます。加入率が上がれば、それぞれの一般会計から

の負担も減ってくるわけでございます。せっかく、いい施設をつくったわけですから、職

員一同も、精いっぱい努力をいたしまして皆さん方に、多くの方に加入をしていただいて、

快適な環境で生活を送っていただけるように、今後とも努めてまいりたいと思っておりま

す。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 井川君。 

［８番 井川英秋議員 登壇］ 

◎８番（井川英秋議員） 

 １点目の質問も、２点目の質問も、経済の問題でございます。どうか、市長におかれま

しては、市民生活を豊かにするための、今後、施策をとっていただきますことを、また市

民が心豊かに生活できますことを切望いたしまして、私の代表質問とさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、和考会、井川英秋君の代表質問を終了いたしました。 

 ここで、議事の都合により、暫時休憩をいたします。 

小休 午前１１時３０分 

                                         

再開 午前１１時３８分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 まず、質問だけいただいて、昼食後答弁ということにいたしておりましたけれども、質

問と答弁とが乖離いたしますので、まず昼食をしてから、改めて、続行いたすことにいた

します。従いまして、昼食のため、休憩をいたします。１時から再開をいたします。さよ

う、お心得の上、お願い申し上げます。 

 以上。 

小休 午前１１時３９分 

                                         

再開 午後 ０時５８分 

◎議長（藤川 俊議員） 

 それでは、休憩前に引き続きまして、代表質問を続行いたします。 

 次に、美馬政友会代表、川西君の質問を許可いたします。 

◎１４番（川西 仁議員） 

 議長、１４番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 １４番、川西仁君。 

［１４番 川西 仁議員 登壇］ 
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◎１４番（川西 仁議員） 

 失礼をいたします。議長より登壇の命をいただきましたので、美馬政友会を代表させて

いただきまして、会派代表質問の最後をとりたいと思います。 

 我々、美馬政友会といたしまして、通告のとおり、認定こども園について、そして２番

目に美馬市健康・安全・安心、この支援事業につきまして、また第３点目に高齢者社会に

対応するこれらの取り組み内容、こういった３点ほど会派を代表して質問をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、１点目の認定こども園の事業について、この事業の整備を行う中身についてを質

問させていただきたいと思います。近年、核家族化の進行や共働き世代の増加などにより

まして、世代を通じて家庭で子育てを学ぶ機会が少なくなると同時に、地域社会でも近隣

との連携意識も低下してきているように思います。このような地域社会における状況が保

護者の育児に対する不安が強まる傾向を招き、子育て力の低下を来たし、子供と保護者を

取り巻く社会環境について、考え直さなければならない時期に来ているのではないでしょ

うか。また、市内の幼稚園、保育所では子供の数が年々減少していることや、建物の老朽

化が著しい施設が多い中で、幼稚園、保育所、再編成整備することによって、子供や保護

者に対してよりよいサービスを提供していけるかが、これからの課題ではないかと考えら

れます。 

 さて、こういった中で、市長におかれましては、開会の所信の中でこのような問題を解

消するために、昨年１２月に美馬市就学前教育・保育促進検討会議からの提言を受けて、

これに多様化する幼児教育や保育ニーズに対応するため、また施設の老朽化や耐震など、

ハード面での課題などから、認定こども園の整備を計画的に進めるとして今回、江原南幼

稚園、江原保育所を統合した認定こども園の整備を行うとのご説明をいただきました。 

 ここでまず、検討会議のご提言を受けて、今回、江原南幼稚園、そして江原保育所を統

合した認定こども園の整備を行うということなのですが、この検討会議ではどのようなこ

とが検討されたのでしょうか。また、今回、なぜこの江原地区での整備が決定されたのか

をお伺いいたしたいと思います。 

 続きまして、２点目、美馬市健康・安全・安心支援事業につきましてで、これも内容と

そして現在の進捗状況についてお伺いをしたいと思います。この支援事業におきまして、

先般、徳島県の２００８年の糖尿病死亡率は１０万人当たり１８.６人で、２００７年よ

り４.４人悪化し、再び全国ワースト１位になったと新聞などで報道されております。全

国平均は１１.５人で、大きく上回っている状況ではありますが、更にその県内でも本市

の糖尿病死亡率におきましては、ワースト２位とお伺いしております。県は２００５年１

１月に糖尿病緊急事態宣言を出し、県民の運動習慣や食生活改善による予防啓発に取り組

んでおり、本市でも市民と行政が一体となって、取り組む健康づくりを目的に生活習慣予

防に視点を置いた健康増進計画、健康みま２１により、市民の健康づくりに取り組んでい

るところであります。こうした中、昨今、少子高齢化が進む中、市民が健康で安心して暮

らせるまちづくりの実現を目指さなければならないと考えられます。こういったこれらを

踏まえまして、昨年度より、本市におきまして、情報通信ネットワーク施設を利用した、
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美馬市健康・安全・安心支援事業を実施されておりますが、これらをどのように市民につ

なげていくのか。こういった内容の現在の進捗状況をお伺いしたいと思います。 

 続きまして、３点目におけます高齢化社会に対応する取り組みについてでありますが、

この内容も前段と質問の仕方は似ておりまして、取り組み方、またこういった内容の進め

方をお伺いしたいと思います。この高齢者社会に対応する取り組み、これはどのように進

めていかれるのか。現在、高齢化社会に対応するとりくみについてでございますが、世界

一高齢化が進んでおります、日本の高齢化率が２２.８％、これは平成２１年度中のこと

でございますが、美馬市は３０.６％と高い数値を示しており、超高齢化の社会を迎えて

おりますが、今後も第１次ベビーブーム、昭和２２年から２４年に生まれた方々たちが、

もうすぐ高齢者の仲間入りをするため、更に急速な勢いで高齢化は進展すると思われます。

また、高齢者の生活に目を向けて見ますと、退職年齢を迎えても年金支給年齢が上がって

こないため、無年金期間が発生し、安定した収入が見込めないなど、不安な日々を送られ

ている方々も多いと思われます。 

 美馬市内で、こうした日々を送られている高齢者の方々たちの中にも、まだ健康で働く

意欲があり、なおかつ、いろいろな能力を持っている方たちが多いのではないかと思われ

ます。こうした方たちに対しまして、何らかの受け皿となれるよう、雇用の場を創出する

のも市の政策の一つではなかろうかと思います。こうした中、市長の掲げております五つ

の重点的に取り組む事項の一つに、高齢者の皆さんに地域で元気に活躍していただくため

の仕組みなどを作る、高齢化社会に対応する取り組み、こういったものが制定されており

ますが、具体的にどのような取り組みを行っていかれるのか。市長の目指す、四国のまほ

ろば美馬市、これについてお伺いをしたいと思います。 

 午前中に、少々、こういった中身に触れられておるかとは思うんですが、できる範囲で、

ご回答をいただければありがたいと思います。 

 答弁によりまして、再問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 １４番、美馬政友会の川西議員の代表質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず最初に、認定こども園関係についてでございます。認定こども園の検討会を委嘱を

しておりましたが、この内容についてどのような状況であったのかというご質問でござい

ます。美馬市におきましては、過疎化や出生率の低下などによりまして、著しく少子化が

進み、就学前児童数は合併当時の１,４８５人から平成２１年には１,２９２人にまで減少

してきております。今後の就学前児童人口推計によりますと、８年後の平成２９年に現在

の就学前児童数の約７８％、１,０１２人になると推測をされておりまして、少子化等の
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影響によりまして、入園児数が減少傾向にありますことから、集団保育の確保や運営の効

率性に影響が懸念をされておるところでございます。また、市内の施設につきましては、

現在運営をされております幼稚園１４、保育所６カ所の各施設はいずれも老朽化が著しく、

修繕の必要性が毎年増加の傾向にございまして、耐震基準を満たさない施設が多い現状で

ございます。 

 このような状況から、美馬市就学前教育・保育推進検討会議に諮問をいたしました結果、

現行施設の再編による集団保育の確保や、保育者ニーズへの対応が困難であるとの意見か

ら、就学前の施設としての再編・整備が効果的で子育て支援機能を備え、両者の機能を生

かしつつ一体的な運営が行える認定こども園での整備が望ましいとのご意見をいただいた

ところでございます。 

 今後、認定こども園の整備に当たりましては、区域の設定が必要なことから、小学校と

の連携や入学時の子供同士の交友関係、人口推計による集団保育の確保など、地域性を考

慮した区域といたしまして、脇町で４、美馬で２、穴吹１、木屋平１の市内８つの再編整

備区域の設定についてのご意見をいただいております。このうち、脇町の清水・江原北区

域と木屋平区域の二つの地区の幼稚園につきましては、従来の幼稚園によります運営とな

り、江原、脇町、岩倉、美馬第１・第２、穴吹の六つの地区については、認定こども園に

よる整備が望ましいとのご意見をいただいたところでございます。 

 また、優先的に整備を図る要件といたしまして、一つには既存施設の老朽化が著しい区

域、二つには小中学校の再編対象の少ない区域、三つには乳幼児数の減少率が少ない区域、

四つには保育サービスの向上効果が大きい区域、五つには再編整備にスムーズに移行でき

る区域等の５点につきましてご提言をいただいたところでございます。 

 今回の江原地区といたしました理由につきましては、当地区にある江原南幼稚園は昭和

４６年建築の木造園舎で、市内でも一番古い建物で老朽化が激しく、平成２０年度には保

護者から改築について、再三の要請も受けておったところでございます。また、江原保育

所も昭和５１年に建築をされまして、ともに耐震基準は満たしていない、大変老朽化した

施設でございます。また、当地区は就学前児童数が最も多く、将来の減少幅も少ない地区

であるというふうに考えられておりまして、隣接する小学校との連携の確保も維持できる

と考えておりまして、再編整備により保育サービスの一層の向上や効率的な運営が期待を

できると考えております。このような状況から、前述の検討会議からいただいたご意見の

優先的な事項に最も適合しているというのが当地域であるとの認識のもと、認定こども園

の整備を進める方針を決定いたした次第でございます。 

 次に、美馬市の健康・安全・安心支援事業についての内容とその進捗状況というお尋ね

でございます。糖尿病等の生活習慣病の発症やその重症化を予防することは、市民生活を

守る上で欠くことのできない重要な課題となっております。そこで本市では、美馬市の市

民の皆様の健やかな暮らしを支えるために平成２０年３月、健康増進計画や食育計画と関

連づけました健康みま２１を策定いたしまして、生活習慣病の予防対策として、特定健康

診査の受診率向上や研修会の開催等、啓発活動にも積極的に取り組んでいるところでござ

います。一方、美馬市健康・安全・安心支援事業では、平成１８年度から整備をいたしま
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した本市の情報基盤を健康づくりと安全・安心の面から活用しようとする試みでございま

して、地域の課題に対しまして、知恵と工夫を生かし、情報通信技術を活用しようとする、

総務省の地域情報通信技術利活用推進交付金７,２００万円をいただきまして、次の二つ

の実証事業を実施するものでございます。 

 まず一つ目は、昨年度から実施をいたしております高齢者の見守りシステムに加えまし

て、多機能テレビ電話を接続することによりまして、安否の確認をした際に、相手方の映

像が見えることで、利用者の方がメンタル面でも、より安心して生活ができるようなシス

テムの拡充を図ってまいるものでございます。実験機器の設置台数といたしましては５０

台を予定いたしております。 

 次に二つ目は、健康管理システムについてでございますが、議員ご指摘のとおり本市は

県下でも糖尿病での死亡率が非常に高いことから生活習慣病の発病、あるいは重症化の予

防などにこのシステムを利活用いたしまして、市民の皆様の健康づくりを図ってまいろう

とするものでございます。そのシステムの内容でございますが、情報通信ネットワーク施

設に血圧計や体重・体脂肪・骨量をはかる体組成計、また尿中に含まれる糖分の値をはか

る尿糖値計などの機器、各４６台を接続いたします。測定の方法につきましては高齢者の

方にも配慮いたしまして、簡単な操作で体重などのデータが情報通信技術により、情報セ

ンターに設置したサーバーに蓄積されるようにいたしております。この情報をもとに、医

療関係者が生活指導や治療のアドバイスをすることができるという仕組みでございます。 

 現在の事業の進捗状況につきましては、事業費にかかる進捗率は５月末日時点で約８

５％となっておりますが、この事業の最も重要な目的は、設置をいたしました機器からの

データを集計・分析し、医療や健康づくりに大いに活用することでございます。従いまし

て、６月末日までに機器の設置を完了いたしまして、７月ごろから３カ月間のデータ収集

を開始する予定といたしておりまして、その後に収集した数値の分析、検証を行った後、

総務省に事業成果の報告を行うこととなっております。 

 なお、この実証事業は、情報通信技術の利活用としては全国初の画期的な試みであり、

実証結果によりましては、今後、他の自治体においても幅広く利用されることが期待をさ

れるものでございます。美馬市といたしましては、更に睡眠計など、他のバイタル機器の

併用等も含めまして、市民の皆様の安心、そして安全や健康維持、病気予防に積極的に情

報基盤の利活用が図られるように取り組みを進めてまいる考えでございます。 

 次に、高齢化社会に対応する取り組みの状況についてでございます。ご指摘のとおり、

豊富な知識や経験を持ち、就労意欲のある高齢者の皆さんに雇用の場を創出することや、

地域で元気に活躍をしていただくための仕組みづくりは、大変重要な施策の一つであり、

また早急に取り組むべき課題でもあると考えております。働くことやボランティア活動を

通じて、地域社会の一員として生きがいを感じることが、健康を維持・増進することにつ

ながり、ひいては医療や介護財政の軽減にも好影響を与えることができるものと考えてお

ります。 

 所信表明でも述べさせていただきましたが、高齢者の皆さんに健康で生き生きとした生

活を送っていただくためには、ボランティア活動や世代間交流、学習活動などを通じて、
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豊富な知識と経験を持つ高齢者の能力が地域で発揮できるような仕組みづくりが求められ

ております。また、官と民が協働により、高齢者が活動できる各種メニューを制度化いた

しまして、支援を行うというふうな仕組みをつくり上げる必要があるというふうに考えて

おります。そうした取り組みの一環といたしまして、高齢者の皆さんが生産した農産物や

加工品などを産直市やインターネットで販売する集出荷システムや、多機能テレビ電話に

よる健康管理システムの構築に向けた取り組みを進めますなど、高齢者の皆さんの生きが

いづくりや健康づくりを積極的に支援をしてまいりたいと考えておるところでございます。 

 また、地域の雇用機会の創出、あるいは人材の育成、求職者の就職等を効果的に促進す

るための施策といたしまして、前段、井川議員にもお答えをさせていただきましたが、新

たに厚生労働省の委託事業である地域雇用創造推進事業によりまして、本年度から取り組

む予定にいたしております地域雇用創造推進事業によりまして、地域の自主性と、あるい

は関係団体等の連携を重視しながら、求職者や事業所のニーズを把握しつつ、地域で求め

られる人材の育成や就職を促進するための事業の中の、それら一つ一つ対応ができる形で

高齢者雇用対策を位置づけようとしているところでございます。 

 退職を迎えられても、年金の受給年齢に達していないことなどから不安定な生活を送ら

れている方々の中には、長年勤められた職場において培った技能があるにもかかわらず、

その能力、意欲を活かす場がない方も大変多くおいでになるというふうに思います。こう

した方々が持たれている能力を十分に活かしていただきますとともに、今までに身につけ

ていない、例えばインターネットの操作技術であるとか、農業体験など、職業体験の講習

などを受講していただき、より幅広い能力を身につけていただくことによりまして、就労

の機会を更に拡げると、そうした計画が必要とされておるところでございます。 

 また、新規創業や新分野への進出を考えられている方には、マーケッティングの手法に

関するセミナーや、あるいは経営のノウハウ等を身につけるためのセミナー等を受講して

いただき、起業を実現化する、そうした事業計画の骨子案をつくりまして、１１月ごろま

でには厚生省へ提案をいたしまして、ワーキンググループを設置して、これが実現できる

ように検討を重ねてまいりたいというふうに考えております。 

 このようにさまざまな事業を活用しながら、高齢者の皆さんの健康づくりや生きがいづ

くり、習得した技能や豊富な経験や知識を活かせるようなシステムづくりを社会福祉協議

会など、市の他の機関、またシルバー人材センターやそれぞれの関係機関などと連携を図

りながら進めてまいりまして、高齢者が安心して生き生きと暮らせるようなシステムの構

築にチャレンジをしてまいりたいというふうに考えております。 

◎１４番（川西 仁議員） 

 議長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 川西君。 

［１４番 川西 仁議員 登壇］ 

◎１４番（川西 仁議員） 

 ただ今、ご答弁をいただきまして誠にありがとうございます。内容について、もう少し
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再問をさせていただきたいと思います。 

 ただ今、丁重なる認定こども園に対してのご答弁をいただきましたが、答弁の中身とい

たしまして子供の数が少なく、こういったところの施設の現状が耐震ができていない、ま

た今後の就学前、再編整備計画区域の区域外認定等々、移行に際しました留意点などが検

討され、こういった中身を踏まえまして、施設の状況や事業効果など、総合的な見地辺り

から、江原地区に整備を図るということでございました。 

 こういった中身の中で、江原南幼稚園、江原保育所の整備に当たりまして、今回、測量

設計などの予算があげられておりますが、この施設の概要やスケジュールについて、もう

少し詳しくお伺いをしたいと思います。また、今回、江原南幼稚園、江原保育所、こうい

った江原地区に限ってやられるように進めておるんですが、今後、残されたところ等が出

てくるかと思うんです。こういった中身をもう少し詳しく教えていただきたいと思います。

先ほどのご答弁でしたら、脇町地区に４地区、これ江原を入れて４地区残ると。あとの木

屋平・清水辺りは幼稚園でやっていかれたいと、そういうご答弁でございましたが、今後、

どのように進めていかれるのか、残されたところも、どうしても今の現状でいいますなら

ば、幼保一元化というのが全体的に広まっておるところがあるので、例えば、我々、私の

地域だったら岩倉の方でもしていただきたいと、そういった中身があろうかと思うんで、

予算の兼ね合い等々、これ、市長も今回力をいれて、本当に県内屈指で早い時期に取りか

かろうとしておられるので、是非ともこういった中身を、ほかの３地区等に広げていかれ

るものならば、早く取りかかっていただきたいと思うので、いま一度ご答弁のほどをよろ

しくお願いしたいと思います。 

 もう１点、美馬市健康・安全・安心支援事業についてでございますが、これもいろいろ

と画期的なすばらしい内容の実証事業ではなかろうかと、ただ今のご説明でよく理解がで

きるんですが、少しだけ、今回、この実証の対象者が健康管理システムでおかれました利

用者が４６名、また高齢者見守りシステムの利用者が５０名と、対象者になる人員に対し

まして機器の設置が少ないかのように思われます。市民が健康で安心して暮らせるまちづ

くりを実現するためにも、美馬市内での利用対象者を増やすとともに、この実証事業を、

本当に継続できるように事業を進めるためには、今後どのような方針でやられていかれる

のか、もう少し踏み込んだご答弁をお聞かせ願えたらありがたいと思います。 

 ３点目の高齢者社会につきましては、今の事業等々、本当に難しいと思われるので、現

在進めていかれている内容にもう少し加えていただければええとは思うんですが、引き続

き、こういった中身で進めていっていただきまして、今後高齢者の方が老後の生活を、収

入が得られるように進めていっていただければと思います。この答弁は結構なんで、先の

２点について、ご答弁をいただけましたらありがたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 
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［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 川西議員の再問２点について、私からお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、認定こども園、今回、江原南校を着手するということであるが、残りはどういう

ふうな形で整備を進めていくのかということでございます。江原地区以外の計画につきま

しては、総合計画及び次世代の育成支援行動計画、また学校の再編計画などとの整合性を

図りながら、実施をする必要が当然あるわけでございます。今後におきましては、さまざ

まなこれらの課題が解決できまして、また財政状況等も勘案しながら、順次整備を進めて

まいりたいと考えておるところでございます。当然、これから、先ほど申しましたような

学校再編計画等もございます。これらとの総合整合性を図りながら、進めてまいる必要が

あろうかと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 それから、この安全・安心な健康のシステムにつきましてですが、これにつきましては、

これからどういうふうにしていくのかということでございますけれども、この事業は国の

交付金を充てた正に実証実験の事業でございまして、ご指摘のとおり設置台数にも限りが

あったわけでございます。この実証事業で健康管理システムが生活習慣病の予防などに有

効であることが証明されました場合には、総務省など、国の関係省庁に推奨されるシステ

ムになることが期待をされております。そうなれば、全国的にそれを取り入れるというこ

とでもございますし、また測定機器の需要も増えまして、製造も拡大されることによりま

して、より安価でのサービスの提供にもつながってまいります。 

 本市といたしましては、今後、この健康管理システムの有効的な運用方法などにつきま

して、総務省はもとより、関係機関と十分検討いたしまして、多くの方にご利用をしてい

ただけるように、そして市民の皆様の健康・安全・安心の支援ができるように努めてまい

りたいと考えております。具体的には、この認証されたシステムが今後全国的に総務省、

あるいは国の施策として広がっていくことを期待いたしますとともに、更に、市民の方が

多く使っていただけるように、加入をしていただけるように、あるいは機器等についても

今後どのように市民の方にご負担を少なくしていくかということにつきまして、検討して

まいりたいというふうに考えております。 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 逢坂部長。 

[保険福祉部長 逢坂章人君 登壇] 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 認定こども園につきまして、サービスや施設の概要、及びスケジュールにつきましての

再問についてお答え申し上げます。 

 美馬市におきまして現在整備を計画しております認定こども園は、幼保連携型による形

態によりまして、幼稚園教諭と保育士が相互に連携し、一体的な運営を行うことでそれぞ

れの教育・保育目標の達成に向けまして、保育所の入所から幼稚園の卒園まで一貫したサ
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ービスの提供ができる機能を有するものでございます。また、在宅で育児をされている親

子さんに対しましても、子育て相談や親子の集いの場の提供など、子育て支援事業を地域

の方々のご支援も得ながら、提供する施設となるものでございます。 

 次に、施設の概要でございますが、これまでの入所状況や人口推計などから、０歳から

５歳までを１１クラスといたしまして、約１９０人の施設規模と考えております。ほかに

は、室内遊戯室、調理室、子育て支援センター等を含めた施設となりまして、森林認証材、

ＳＧＥＣや県産材を使用し、来るべく循環型社会に対応した美馬市ならではの大型木造施

設による建築を計画しておるところでございます。床面積は約１,７００平方メートルと

いうふうに考えております。 

 また、今後のスケジュールでございますが、今議会で測量設計予算の議決をいただけれ

ば、今後用地関係者、及び周辺の方々を含め、保護者への説明会を実施いたしまして、ご

理解をいただき、１２月議会には土地購入費、また建築工事請負費等の予算を計上させて

いただきたく考えております。また、事業年度につきましては、平成２２年度から２３年

度の２カ年といたしまして、平成２４年度の開園を目指しておるところでございます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 川西君。 

［１４番 川西 仁議員 登壇］ 

◎１４番（川西 仁議員） 

 大まかに大体ご答弁をいただきましたので、これで結構なんですが、認定こども園は、

平成２４年から開園を目指してやっていかれるということなんで、今後、ますます、ほか

の地域もございますので、より一層ご努力をしていただければと思いまして、これで代表

質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、通告による代表質問を終了いたしました。 

 続きまして、一般質問を行いたいと存じます。 

 一般質問につきましては、通告、お手元にご配付のとおりの順序でございます。これに

従いまして、順次、質問を行ってまいりたいと思います。 

 まず、５番の郷司千亜紀君の質問を許可いたします。 

◎５番（郷司千亜紀議員） 

 はい、５番。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 郷司君。 

［５番 郷司千亜紀議員 登壇］ 

◎５番（郷司千亜紀議員） 

 議長のお許しをいただきましたので一般質問に入らせていただきます。内容は通告のと

おりでございます。 

 梅雨に入りまして、毎日じめじめした日が続いておりますが、理事者の皆様、議員の皆

様、体調には十分留意をされましてお過ごしくださいませ。対面式になって、初めての一
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般質問ということで、ちょっと景色が変わってしまったんで、少々戸惑っておりますけれ

ども、この梅雨空を吹き飛ばすべく、さわやかに進めてまいりたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

 まず、第１番目の遠隔医療についてでございますけれども、先ほどの代表質問の中で、

川西議員が質問をされた健康・安全・安心の事業内容の答弁の中に、ある程度のお答えを

いただきましたので、重なる部分は割愛させていただきつつ、補足的な部分で質問をさせ

ていただきます。この遠隔医療も、総務省の地域情報通信技術利活用推進交付金を活用す

るもので、各家庭に配置をしている音声告知放送端末に血圧計、体組成計、尿糖値計、こ

の３機器をオンライン化させるというものですが、先ほど４６台を接続とお聞きいたしま

したが、この対象者の認定・選定はどのような基準でされたのでしょうか。また、遠隔医

療という大変すばらしいシステムの将来的な展開はあるのでしょうか。 

 次に、文化祭についてですが、内容的なものと、また合併５周年ということで、何か記

念イベント的なものはありますか。 

 次に、消防団員についてをお尋ねします。政府地震調査委員会は、静岡県の浜中湖沖か

ら四国沖まで伸びる南海トラフで１００年から１５０年周期で繰り返し発生する、マグニ

チュード８規模の南海地震と東南海地震について、今後３０年以内に起きる確率が、東南

海地震は約６０％、南海地震は約５０％と発表いたしました。二つの地震は同時か、東南

海、南海の順で連続して発生する可能性が高く、個々に起きた場合では、南海がマグニチ

ュード８.４、東南海がマグニチュード８.１前後、同時だとマグニチュード８.５の最大

級規模になると推定をしています。南海地震の地震域は高知、足摺岬から和歌山、潮岬５

０キロから１００キロで過去５００年に５回発生した可能性がありますが、推定できた地

震は１６０５年以降の４回、最新の発生は１９４６年１２月で、比較的小規模でマグニチ

ュード８でしたが、兵庫県内でも揺れや津波で死傷者が約１４０人、西日本一帯で１,０

００人以上の死者を出しました。東南海地震の地震域は浜名湖沖から和歌山県潮岬沖で、

最近では１９４４年に起き、２年後の１９４６年に南海地震が発生しており、東南海は中

部・近畿地方、南海は西日本一帯で家屋倒壊や津波でそれぞれ１,０００人以上の死者、

行方不明者が出ました。南海トラフ沿いの地震は被害範囲が広いのが特徴で、１９４６年

の南海地震では、日本海側や九州でも死者が出ており、津波も関東から九州まで及ぶこと

があります。被害想定地域には日本経済を支える太平洋ベルト地帯が含まれており、人命

や経済への被害が大いに懸念をされております。また、平成２２年４月２１日、中央防災

会議は東海、東南海、南海地震が同時に発生した場合、徳島県で死者１,３００人、全壊

棟数は１万５,０００と、２１府県では死者合計は２万５,０００人以上に上るとしており

ます。 

 このように大きな災害が発生したとき、地域の防災を担ってくれるのが消防団でありま

すが、全国的に定員割れがあり、年々減る傾向にあります。美馬市においても、東部でも

６８０名の定員に対しまして、６５３名と定員割れをしております。それは、消防団員の

うちのサラリーマンの割合が７０％を超えているからで、また４０歳以上の割合も４０％

を超え、高齢化も進行し、機動的に活動できる団員の確保が急務になってきております。
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美馬市においても高齢化が進み、年々団員が減る傾向にあると思われます。 

 そこで、団員確保に向けた取り組みは何かあるのか、また入団要件の緩和ということは

団員確保にもつながると思います。少子化、サラリーマン化、高齢化などで、団員の減少

が懸念される中、特に会社勤めなどで、消防団員が手薄になる昼間をどのようにしたらい

いのかということで、地域の消防団に所属する職員や従業員が勤務中でも、災害などの緊

急時において活動に協力してくれる協力事業所をもっと増やしてはいけないでしょうか。

あと、女性の加入というのはいかがですか。ちなみに、全国では約９０万人の団員のうち、

女性が約１万５,０００人で、全体の約１.６％だそうです。内容的には火事現場へ出動と

いうのではなく、防災を目的にひとり暮らしのお年寄り宅を訪問したり、夏には子供向け

に安全な花火の遊び方を教えたりと、女性ならではの、きめ細やかな活動になると思うの

ですが、いかがでしょうか。次に、危機管理課との連携ということで、美馬市では自主防

災組織という大変すばらしい組織の結成がなされております。結成済み自治会も３２３自

治会で結成率は９６.４２％と県下でもトップクラスの結成率だと思います。その辺りも

含め、連携をどのように進めていくのか、お答えください。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

◎教育長（光山利幸君） 

 教育長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 教育長。 

[教育長 光山利幸君 登壇] 

◎教育長（光山利幸君） 

 文化祭の内容、またイベント等を行う予定はあるのかとのご質問でございますが、文化

祭につきましては、市民の１年間の文化活動の成果を発表するとともに、広く文化活動へ

の参加意欲を喚起し、地域文化の交流と市民文化の発展を図ることを目的として、毎年１

１月３日の文化の日前後に開催されております。開催期間や内容につきましては、美馬市

文化協会や美馬市自治会連絡協議会などの関係する機関及び団体の代表で組織され、文化

祭の主催者であります美馬市文化祭実行委員会において決定されます。 

 例年、美馬市文化祭実行委員会は、７月以降に開催されておりまして、本年度の文化祭

につきましては、開催期間や内容は未定でございますが、１０月２４日、日曜日に開会式

と文化講演会を開催し、２９日金曜日から３１日、日曜日の期間に芸能発表会と芸術作品

の展示を実施する予定としているところでございます。 

 そのほか、文化祭における新たなイベント等の開催につきましては、文化祭実行委員会

におきまして、より多くの市民の皆様に文化祭に参加していただきますよう、企画・立案

をお願いすることにしております。 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 逢坂部長。 
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[保険福祉部長 逢坂章人君 登壇] 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 郷司委員より、ＩＣＴを利用した遠隔医療の内容及び今後の展開、また対象者の認定・

選定はどのようにするのかについてのご質問でございますが、先ほど、川西議員からのご

質問にお答えいたしましたとおり、美馬市では全国に先駆けまして、健康・安全・安心支

援事業を行っているところでございまして、血圧計や体重、体脂肪、骨量をはかります体

組成計、尿中の糖値をはかります尿糖値計、そうした機械を市内４６世帯に設置いたして

おります。この選定につきましては、市担当課、地区組織代表、木屋平診療所、美馬保健

所、民間医療機関などから構成したヘルスケア部会において、生活習慣病の予防段階や治

療中の者、特定高齢者などの中から、地域性も考慮しながら選定を行ったものでございま

す。 

 この健康・安全・安心支援事業は、実証実験として実施している段階でございまして、

今後はこの事業をベースにしたさまざまな活用方法もあり、例えば、無呼吸の症状がモニ

ターできる睡眠計等を追加することも考えられますことから、今後におきましては更なる

活用を図り、市民の皆様の健康づくりに活かしてまいりたいと考えております。 

 また、将来におきましては医療保険の適用など、制度上の課題もございますが、徳島県

が現在行っております医療ネットワークの整備ができるなどの条件が整えれば、議員ご指

摘の遠隔医療の分野まで利活用の拡大が図れますとともに、地域医療の発展にもつながり、

ひいては市民の健康増進が図られるものと期待をしているところでございます。 

◎消防長（大久保利幸君） 

 消防長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 大久保君。 

[消防長 大久保利幸君 登壇] 

◎消防長（大久保利幸君） 

 ５番、郷司議員さんのご質問にお答えいたします。消防団員についてということで、ま

ず、消防団員確保に向けた取り組みについてのご質問でございますが、ご存じのように、

消防団につきましては、消防本部、消防署と並ぶ市の消防機関の一つであります。昭和２

２年の消防団令により設置され、消防組織法で公的な機関として位置づけられております。

特に、消防団は、自らの地域は自らで守るという精神に基づきまして、消火・防災活動は

もとより、平常時の啓発活動など、幅広い分野で地域防災のかなめとして重要な役割を果

たしていただいております。また、近年の災害の大規模化・多様化に加え、少子高齢化の

進展に伴う救急ニーズの高まりなど、消防を取り巻く環境は大きく変化しております。こ

のような環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、地域防災の中核的存在であり、消防

団の充実強化が求められているところであります。 

 しかしながら、消防団員数は近年、全国で９０万人を割る状況になっております。徳島

県内の各自治体におきましても団員確保に苦労している状況でございます。本市におきま

しては、市全体の消防力の強化を目的に合併後におきまして、消防団の組織再編を図った
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ところでございます。その結果、美馬西部消防組合が管轄の旧美馬町分を含めまして、団

数で２５分団、団員数は団員定数７８０人に対しまして、７５５人で、加入率９６.８％

と県内でも高い加入率であります。 

 現在、消防団員の確保につきましては、活動内容が地域の事情に精通している、いわゆ

る地域密着性の観点から、地域の各分団長より団員として適任者を推薦していただき、団

員の確保に努めております。その結果、本年４月には２６人の新規団員が加入されました。

今後も引き続き、地域との連携を強化し、団員確保に向けて取り組んでまいります。 

 続きまして、２点目の消防団への入団要件の緩和はあるのかについてのご質問でござい

ますが、先ほどの答弁の中で、消防団の役割に触れましたが、消防団員はその特性や能力

面で地域防災の中核的存在として、活動が期待されているところでございます。そのため、

消防団員についての任命要件は、美馬市消防団条例第２条によりまして、消防団の区域内

に居住し、または勤務する者であり、年齢満１８歳以上の者であり、志操堅固で、かつ、

身体強健な者と現在は定められております。 

 合併当初は、入団時の上限年齢を４５歳と定めておりましたが、平成１９年度に、年齢

要件を撤廃いたしました。このような取り組みにより、現状におきましては消防団員の定

数に対する充足率も高い水準で維持できているため、当面は現在の手法によりまして、団

員の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 議員、ご指摘をいただきましたが、美馬市におきましても、現消防団員の７２.４％の

方が被雇用者でございまして、昼間の消防力の確保が難しい状況にございます。そのため、

本市におきましては、美馬市消防団協力事業所表示制度実施要綱を定めまして、農協や建

設業者を始め、災害時に協力をしていただける事業所として、現在２９事業所に登録をい

ただき、表示証を交付しております。また、女性の組織として、婦人防火クラブ等が１３

団体結成されるなど、市民の多くの方々が、何らかの形で消防組織に携わっていただいて

いるものと考えております。今後、入団要件の緩和につきましては、社会情勢を見据えな

がら、近隣の自治体の状況を始め、各消防団長の意見をお聞きしながら、取り組んでまい

りたいと考えております。 

 次に、３点目の危機管理課との提携をどのように図っていくかということのご質問でご

ざいますが、消防活動を迅速、的確、安全に行うためには、危機管理部門との連携につい

ては日ごろより、重要性を認識しているところでございます。特に、危機管理課との連携

につきましては、大規模な林野火災を始め、台風発生時等に、災害対策本部が設置される

際には、消防団は本部の指揮下のもとに、団長以下、団員が一体となり、その対応に当た

ることとしております。また、尋ね人が発生したときにも、消防団はその捜索等に危機管

理課、消防本部と連携して、その地域の利を活かして活躍していただいております。更に、

自治会に結成されています自主防災組織への地域防災力の向上のための訓練及び研修会に

ついて、協力体制を整え、計画的に実施いたしております。 

 今後も引き続き、災害時に迅速かつ的確な消防力が発揮できる体制整備と消防本部、危

機管理課、消防団等の連携を更に強化しながら、市民から信頼と期待される組織になるよ

う取り組んでまいりたいと考えております。 
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◎議長（藤川 俊議員） 

 郷司君。 

［５番 郷司千亜紀議員 登壇］ 

◎５番（郷司千亜紀議員） 

 はい、ありがとうございました。 

 遠隔医療については、大変よくわかりましたし、将来的に早く実用化できることを願っ

ております。 

 次に、文化祭についてですけれども、せっかく５周年ということですので、市民マラソ

ンを開催してみてはどうでしょうか。皆様もご存じのとおり、今、世間ではマラソンブー

ムです。手軽にできるスポーツとして人気が高いようで、今までは見るスポーツだったの

に、今や参加するスポーツになりました。有名な東京マラソンは平成１９年に始まり、約

３万人が都心を駆け抜ける大規模なイベントです。年々人気が高まり、２２年大会には前

年比約１９％増の約３１万人が応募、出場枠をめぐる抽せん倍率は、過去最高の８.９倍

にもなったそうです。また、我が徳島県と徳島市が開催する四国最大規模のフルマラソン

でもあります、徳島マラソンは全国ランニング１００選に選定をされております。２００

８年４月５日の明石海峡大橋開通１０周年を記念して開催されました。第１回時の参加者

は高校生を除く１８歳以上の者で、当初３,０００人規模と見込まれていましたが、予想

以上の人気で応募が殺到し、調整の結果５,０００人へと拡大されました。今回の第３回

大会の定員は前回より２,０００人増の６,０００人の先着順で、昨年の１２月１日より募

集を開始しましたが、翌日、１２月２日の２４時で早々に定員に達したため締め切られた

ほどだったそうです。最終的には７,８１５人もの応募がありました。ほかに、県内では

徳島・海陽究極の清流海部川風流マラソン、南阿波サンライン黒潮マラソンなど、各地で

大会が開催されております。そこで、美馬市も市民マラソン大会を開催してみてはどうで

しょうか。フルマラソンが無理ならハーフマラソンから始めてみてはどうでしょうか。 

 次に、消防団員についての再問ですが、まず理事者の皆様、防災士というのは聞いたこ

とありますか。ないですよね。私も最近知ったのですが、この防災士というのは阪神大震

災の教訓から生まれたもので、ＮＰＯ法人日本防災機構の認定する資格ですが、防災意識

の高まりから年々資格を取得する人が増加して、年間６,０００名から７,０００名の方が

取得をしているそうです。防災士とは災害時に住民の避難誘導や救助活動、避難所の世話

など、地域のリーダー的役割が期待される人です。全職員を防災士にという栃木市役所を

始め、多くの自治体、企業に研修を受ける動きが広がっているそうです。問題も沢山ある

とは思いますが、あまり聞きなれないこの防災士という資格、検討してみてはいかがでし

ょうか。 

 また、災害時に地元の民間企業に救助活動を支援してもらえるような体制づくりとか、

例えば救命救急活動への参加や医療品の提供、重機等の提供など、協力可能な内容の要請

をお願いしてはどうでしょうか。もし、そういう協定書を結んでいる企業があるなら、市

民への周知やもっと幅広く数を増やしていったらどうでしょうか。 

 以上、３点ほど再問をさせていただきます。よろしくお願いします。 
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◎教育長（光山利幸君） 

 教育長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 教育長。 

[教育長 光山利幸君 登壇] 

◎教育長（光山利幸君） 

 ただ今、郷司議員さんから文化祭、またはそれ以外の時期において、市民マラソンなど

のイベントを実施できないかとの再問がございました。議員よりご提案のありましたマラ

ソン等のイベントにつきましては、新春の徳島駅伝での入賞や、４月の徳島マラソンへの

市民の参加者急増など、マラソンや駅伝に対する市民の関心が非常に高く、スポーツ振興

や地域振興を図るイベントとして、非常に有効なものと存じます。また、本年度は駅伝の

県内トップ校である美馬商業高等学校が駅伝大会の開催を含めた事業計画を提案し、県の

オンリーワンハイスクール元気とくしまプロジェクトの推進校に認定を受けております。

この提案の駅伝につきましては、子供から大人までが参加できる仮称美馬駅伝を四国三郎

の郷で来年１月ごろに開催し、学校・地域・世界の人々がさまざまなチームをつくり、た

すきをリレーすることにより、地域スポーツの振興と地域住民の健康づくりを推進すると

いうものでございます。 

 そこで、本年度は、この仮称美馬駅伝を美馬商業高等学校や市内の小・中・高校、また

市陸上競技会などの関係団体と連携し、小学生から大人までより多くの方に参加していた

だける大会になるよう協力してまいります。そして、この駅伝の成果と課題の検討を行う

とともに、住民代表や関係団体などとの協議を重ねながら、来年度以降における美馬市独

自の特色あるマラソン、あるいは駅伝の開催につなげてまいりたいと考えております。 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 企画総務部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 新井君。 

[企画総務部長 新井榮之資君 登壇] 

◎企画総務部長（新井榮之資君） 

 再問にお答えをいたします。防災士制度を市職員に取り入れてはどうかとの再問でござ

いますが、ただ今、郷司議員さんからご紹介をいただきました防災士につきましては、Ｎ

ＰＯ法人日本防災機構において実施されます資格試験に合格し、その後の実技講習を経て、

防災士として認定された有資格者のことでございます。発災時には、共助、公助の連携充

実に努めまして被害を小さくしたり、平常時には防災力を向上させるための活動を行い、

そのための十分な意識と知識、技能を有すると認められた者でございます。 

 そこで、市職員にその資格を取得させてはというご提案でございますが、発災時、市の

職員は市民の方々の生命や身体の安全と財産を確保する、そのため地域の方々と協力いた

しまして、全力で応急対策に取り組むことになっておりまして、防災士は災害時の即戦力

として大きな力を発揮するものであり、安心・安全なまちづくりの実践に向けた新しい取
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り組みであるというふうに認識をいたしております。ただ、防災士の登録までには、定め

られた研修会場におきまして３１の講座の受講と救急・救命の実技研修、その後の資格試

験と登録申請といった過程が必要でございまして、防災士として認定されるまでには多く

の日数を要しますことから、市職員の資格取得につきましては、今後よく検討してまいり

たいと考えております。 

 なお、現在職員に配置いたしております情報系のパソコンから、消防庁が市町村職員の

ために運営いたしております危機管理学習システムに接続することにより、防災に関する

法律、災害予防、応急対応などの基礎知識を習得できる災害対応コースを履修することが

できるようになっております。今後は、このようなインターネットなどを活用した防災知

識の習得も併せて検討いたしまして、平常時においては防災意識と知識、技能の研修に努

め、災害時における避難や救助・救命、避難所の運営等に的確に当たることができるよう

な人材の育成に努めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の民間企業との災害時の防災協定はどうなっているのかとの再問でございますが、

災害発生直後の初動対応におきまして、行政と事業者が相互に連携し、迅速・的確に応急

復旧活動を行い、市民生活の早期回復を図ることは重要なことと認識をいたしております。 

 大規模災害時には、ライフラインや情報通信網の途絶、庁舎や公共施設の損壊、また職

員の負傷などによりまして、災害対応能力が低下し、膨大な量の応急復旧活動に対応でき

ない事態も発生いたします。そのような場合におきましても、行政が民間事業者と協定を

締結することで、行政が持ち合わせない専門的な技術や知識、資機材などを活用でき、災

害によって低下した行政の対応能力を補い、的確な応急復旧活動によりまして、市民生活

の早期安定を図ることができます。 

 徳島県におきましては、災害時における協定を交通、食糧・物資、医療、資機材等の民

間事業者と締結をしておりまして、物資等が不足する場合には、県へ依頼すれば供給可能

ということになっております。本市におきましても、平成２０年６月に社団法人美馬市医

師会と災害・事故等時の医療救護に関する協定書を締結いたしまして、医療救護活動の提

供が受けられるようになっております。また、平成２１年１１月には株式会社キョーエイ、

株式会社マルナカ、アクサス株式会社、美馬農業協同組合の４事業者と災害時における生

活必需物資の調達に関する協定書をそれぞれ締結し、生活必需物資の供給確保の協力体制

を整えたところでございます。現在、美馬市建設業協会、及び災害防止協定の締結を希望

する美馬市指名建設業者の会から、災害時における応急復旧業務に関する協定書の締結申

し入れをいただき、協議を進めております。 

 このように、大規模災害に対する備えとして、初動対応が極めて重要でありますので、

そのほかの分野におきましても、行政と事業者の連携により、早期に市民生活の安定が図

られるよう、今後とも防災協定の拡大に取り組んでまいりたいと考えております。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 郷司君。 

［５番 郷司千亜紀議員 登壇］ 

◎５番（郷司千亜紀議員） 
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 元気とくしまプロジェクトの事業の中で、仮称美馬駅伝、成功できるといいと思います。

それを踏まえた上で、美馬市独自の個性ある、市民マラソン大会が開催できることを切に

願います。私もそのときは参加できるように今から体力づくりをしておきたいと思います。 

 防災というのは一人ひとりが常日ごろより危機感を持ち、自分の命は自分で守るという

心構えがもちろん必要ですが、もし大きな災害が発生したとき、市民の大切な命を守るた

め、消防及び消防団員の皆様、市職員の皆様の防災意識の向上、実践的な知識・技術の向

上により、ただの１人も死傷者を出さないよう、より一層の努力をお願いを申し上げまし

て、私の一般質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 それじゃ、答弁はよろしいか。 

◎５番（郷司千亜紀議員） 

 はい、結構です。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 よろしいか。 

◎５番（郷司千亜紀議員） 

 言いたいことがあれば、何か、はい。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、５番、郷司千亜紀君の一般質問を終了いたします。 

 続きまして、議席番号２番、林茂君の一般質問を許可いたします。 

（「小休でどうですか」の声あり） 

◎議長（藤川 俊議員） 

 いたしません。 

 林茂君。 

◎２番（林  茂議員） 

 はい、２番、林です。 

［２番 林  茂議員 登壇］ 

◎２番（林  茂議員） 

 ただ今、議長の許可をいただきましたので、通告書に従いまして、一般質問をさせてい

ただきます。 

 最初に、児童・生徒の安全対策についてでございます。小学校、中学校の通学路につい

ての質問でございます。現在の我が党の議員が本年１月、２月、県内の小学校６９校、中

学校２６校の通学路の点検を行いました。点検内容は通学路を示す標識の有無や自転車の

通行量、防犯灯の設置状況、こども１１０番などの困ったときに立ち寄れる場所はあるか

ないか、ガードレールの状況、路面の凹凸の有無など、１８項目について行いました。子

供たちの目線で正確に行うため、通学に利用している道を実際に歩いて回りましたが、こ

の点検で特に気づいた点が何点かございます。まず一つ目は、通学路を示す標識がほとん

どないこと、二つ目に防犯灯が少なく、暗くて危ない場所、また防犯灯はあっても白熱灯
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というんですか、白熱灯が暗くてないに等しいところも多々ございました。三つ目に、出

勤時間と重なる登校時、車の通行量が非常に多く危ない地域もございました。中でも、ス

ピードを出している車が沢山あり、特に危険を感じました。また、四つ目にはこども１１

０番など、困ったときに立ち寄れる場所がない地域も沢山あります。また五つ目には、ス

クールゾーンの看板もほとんど見当たらなく、１カ所、２カ所ありましたが、古くて字が

消えかけていましたと、六つ目には側溝のふたの破損や路面の凹凸がある場所も多々あり、

つまずいてけがをする可能性があるところもございました。七つ目にカーブミラーが古く、

汚れて見えにくくなっていたり、カーブミラーが下についている注意等の看板の文字が消

えかけているところも多くありました。子供たちを学校へ送り出す保護者の皆さんは子供

さんが家に無事帰ってくるまで心配されております。交通事故や事件に巻き込まれていな

いだろうか、子供さんを育てられた方なら、そんな保護者の思いがわかるのではないでし

ょうか。 

 ここで、何点か質問をさせていただきます。ガードレールやカーブミラーの整備・設置、

通学路を示す看板、スクールゾーンの標識、道路整備を始め、安全な歩行者空間確保のた

め、警察にも協力をしていただき、子供たちが安心して登校できる盤石な体制が急務かと

思いますが、いかがでしょうか。ある町ではＰＴＡや地域の方々の協力を得て、登下校の

時間帯に子供たちが交通事故や事故に遭わないためにパトロール隊を結成して、盤石な体

制で子供たちを守っているところもございます。また、ある市では細い道路や、片側に山

がある道路などの街路灯に同じ電気料金で２０ワットから３２ワットに蛍光灯器具を交換

する改良工事を進めているそうです。現在、美馬市でも一部、防犯灯をＬＥＤ照明に交換

するとのことですが、暗い夜道で危ない場所が沢山あります。机の上の計算だけではなく

学校のアンケートをとったり、実際に現場に足を運び、どこが暗くて危ないか、何をどこ

に設置すればいいのか、本当に子供たちの安全と安心を考えているならば徹底した調査を

し、対応していくべきではないでしょうか。見解をお伺いいたします。 

 続きまして、乳幼児医療制度、現状と拡充についてでございますが、徳島県内では２４

市町村あります中で、この乳幼児の無料、その対象が徳島基準としては小学校３年生終了

までが１４市町村あるということで、平成２２年の５月にこれの調査した結果、小学校３

年終了までの医療費の無料化というのが市町村では１１市町村ありました。それと、６年

生までが１１市町村、中学校３年までが３市町村という形で、２４町村でございます。美

馬市としても、昨年９月に市長さんの配慮で無料化を、３年生から６年生まで引き上げて

いただいて、この不況の中で、保護者の方が非常に喜んでいただいて、すぐまた中学校３

年生という拡充をお願いするんですけども、非常に予算の厳しい中で、そういうこれから

の未来を担う子供たちを育てていくためにはそういう施策を、是非とも早急に中学校３年

生まで広げていきたいと思いますが、どうでしょうか。その中で、今現在、小学校６年生

までですけど、中学校１年生から３年生まで広げた場合に、美馬市内で、中学校で何名い

るか、またその予算は何ぼかかるか、それを検討していただいて、是非とも早急にその拡

充を、中学３年生までの拡充を是非とも実現できるように市長に要望したいと思いますん

で、どうかよろしくお願いいたします。 



 ４０ 

 続きまして、特別養護老人ホーム介護施設への待機者の実数及び解消に向けての質問で

すけどもよろしくお願いします。次に、介護保険制度についてで、何点かお伺いさせてい

ただきます。日本は、今、世界に類を見ないスピード超高齢化に突入しています。１５年

後の２０２５年には６５歳以上の高齢者人口が３,６００万人、高齢化率３０％を超える

とされており、それに備えての介護保険の抜本的な改革を急務と考えます。だれもが長寿

を喜び、安心して暮らせる社会の実現は今日の高齢化社会の重要課題の一つでもあります。 

 私どもは、党独自でそうした社会の実現に向けて、昨年１１月、１２月にかけて全国で

介護現場の生の声を聞く、介護総点検に取り組みました。街角でのアンケートの調査を行

いましたが、７万６,６８９人の皆様からお答えをしていただきました。そのほかには、

６,２６５件の介護サービス利用者や家族の方、４,５８７件の介護事業者の方、１万１,

２８６件の介護従事者の方、全国市町村の６５％に当たる自治体からも回答を得られ、多

角的に介護の現場の声を伺うことができました。調査の結果から介護現場が抱えるさまざ

まな問題点が明らかになりました。例えば、街角のアンケートの結果では介護を受けたい

場所はとの問いに対しまして、入居者介護の施設と答えた方が４５.８％に達して、自宅

がよいとされた方は４２.３％とともに高い比率でした。高齢者の中には入所施設への期

待が大きく、抵抗感なく受け入れられる実態が浮き彫りになりました。また、介護従事者

の調査では７割の人が今後も仕事を続けたいと望んでいることもわかりました。しかし、

その一方で、離職する人も多く８割の離職者が収入が低い、心身の負担が大きいと感じて

いることも明らかになりました。この介護の調査結果を踏まえ、美馬市の現状、取り組み、

計画等について何点かお尋ねいたします。 

 まず初めに、介護保険事業計画の推進状況確認と推進についてお尋ねします。一つ目は

特別養護老人ホームなど介護施設の待機者の実数把握は明確にできているのか。また、そ

の待機者解消策に向けて、実効性のある実施計画は策定されているのか。二つ目、特別養

護老人ホームへの入居者希望が多いが、中でも利用者の負担が少ない多床室や老老介護や

老障介護に対する２床室の要望もあります。介護施設の整備を行う上で、今後配慮すべき

点があるが、見解と取り組みをお伺いいたします。次に、介護サービスの充実についてで

ございます。調査結果では、今後充実していきたいサービスには小規模多機能型居宅介護、

認知症対応型グループホームがともに４割を超え、介護老人福祉施設も４割近くありまし

た。このほか、短期入所生活介護、また訪問介護に力を入れていきたいと答えた自治体が

多くありました。まず一つ目に質問でございますが、地域で暮らせる環境を拡大するため、

美馬市において小規模多機能施設の設置推進への取り組みをどう考えているか。また、今

後必要なサービスについて、どのように考えているかお尋ねいたします。次に、地域密着

型サービスを充実させ、３６５日、２４時間の在宅サービスが求められていますが、その

ための拠点整備として小規模多機能施設等の整備が求められていますが、現状と課題、取

り組みについてお尋ねいたします。次に、小規模多機能施設の設置が進んでいない状況が

ありますが、課題と改善策、及び今後の施設に向けた取り組みについてお考えをお尋ねい

たします。 

 次に、学校の閉鎖統合により、空き教室が沢山あります。その教室の活用についてでご
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ざいますが、デイサービスや介護事業を実施する施設を空き教室を活用して、デイサービ

スや介護予防事業を推進するのは一つの方法と思います。また、この空き教室の活用につ

きましては、全国各地でさまざまなすばらしいアイデアを出し、成功させているところも

ございます。これは、例えば、隣の教室では人生経験豊かなデイサービスや介護予防に来

られているお年寄りの皆様がいて、その隣には未来を担う幼稚園児や保育児たちが伸び伸

びと元気に走り回っている。核家族化が進む中、高齢者の皆様に元気な子供たちから夢と

希望をもらい、子供たちは長年の人生経験から得た生きる喜びや知恵、またアイデアを学

び、心豊かな人間に育つなど、相乗効果も大きいものではないでしょうか。また、美馬市

としても、空き教室を活用してデイサービスや介護予防事業ができる施設と子育て支援セ

ンターを置き、小さな子供たちから若いお母さん、お父さん、そしてご高齢の方々まです

べての方が利用できる、正に市民のための施設にできるのではないでしょうか。見解をお

伺いいたします。また、身体的、精神的負担の軽減の意味では、一時入所できるショート

ステイなど、身近なグループホーム、あるいは特養におけるショートステイ床数の確保に

ついての見解をお尋ねいたします。 

 次に、保険料、使用料の負担軽減についてでございます。保険料の減免ですが、介護保

険料に対する負担額が増しています。これ以上、上げないでほしいというのが市民の声で

もあります。特に、低所得者への配慮が求められていますが、介護保険料の減免について

どのようにお考えかお聞きいたします。また、認知症対応のグループホームなどは、利用

料の負担が重いとの声も強く出てきましたが、これから特定施設への法的支援の充実が求

められていますが、入所者の実態と今後の取り組みについてお答えください。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

[教育長 光山利幸君 登壇] 

◎教育長（光山利幸君） 

 教育長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 教育長。 

[教育長 光山利幸君 登壇] 

◎教育長（光山利幸君） 

 ただ今、２番、林議員さんから、児童・生徒の安全対策についてのご質問がございまし

たが、事件・事故というものはいつ、だれに降りかかるかわからないものではありますが、

それが将来の郷土を担う子供たちに降りかかるとしたら、行政においてもあらゆる努力を

傾注し、防止に努めることが重要であると考えております。児童・生徒の登下校時の安全

確保につきましては、各学校でＰＴＡの協力を得て、通学路の点検や状況把握を行い、通

学路の防犯灯の設置箇所、ガードレールやカーブミラーの必要な場所、更には路面の補修

が必要な箇所など、それぞれの校区の状況を踏まえ、改善が必要な箇所におきましては、

改善要望を出していただいております。教育委員会といたしましても、現場を確認し、必

要に応じて関係各課、関係機関と連携を図りながら改善に努めておるところでございます。 

 また、子供たちが、登下校時などに不審者に声をかけられたり、つきまとわれたりした
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ときに、子供たちを安全に保護する目的で、警察が事務所や自営業の方に協力をいただき、

こどもＳＯＳの家、こども１１０番の家を設置するなど、地域の方々による子供たちの見

守り活動も行われております。また、学校ごとの個別的な取り組みといたしまして、安全

マップの制策やマグネットつきステッカーを車に貼っていただくなど、保護者や地域住民

に呼びかけ、日常的に防犯意識の高揚に努めております。ほかにも、青少年育成センター

による巡回パトロールを始め、地域のボランティアやＰＴＡなどによる見守り、スクール

ガードリーダーによる各学校への指導など、交通安全はもとより、不審者への対応も含め

て、児童生徒の登下校時の安全確保に努めているところでございます。 

 教育委員会といたしましては、今後とも、学校や保護者からの要望等を踏まえて、通学

路の整備を進め、児童生徒が安全に通学できるように努めてまいりたいと考えております。 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 逢坂部長。 

[保険福祉部長 逢坂章人君 登壇] 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 ２番、林議員より、乳幼児医療費助成の現状と拡充についてのご質問でございますが、

少子化対策等における乳幼児医療につきましては、子供たちの健康確保と健やかな成長を

図る上で、極めて重要な施策と認識をいたしております。現在、乳幼児医療費助成は、県

におきましては、乳幼児等はぐくみ医療費助成事業として、小学校３年生までとなってお

ります。本市におきましては、平成２１年９月から助成対象年齢を１２歳の小学校卒業ま

でに拡大いたしまして、みまっこ医療として、通院・入院にかかわらず助成を行っておる

ところでございます。 

 現行の助成対象者は当初予算ベースで３,０９０人といたしておりまして、医療費助成

金額としては、約９,８００万円を見込んでおります。このうち、県から約３,５００万円

の補助がございます。 

 また、ご質問の中学校３年生までの拡充についてでございますが、助成拡大によります

対象者は１３歳から１５歳までで、約８４０人で、医療費助成金の増加見込み額は約１,

９００万円となり、この拡大分につきましては、県からの補助対象外でありますことから、

今後、経常的に市の一般財源での対応ということにしなければならないということになり

ます。国・県においても、少子化対策は重要課題であることから、今後、市長会等を通じ

て、国・県に対しまして、補助対象の拡大を要望するとともに、本市の財政状況も勘案し

ながら、慎重に検討してまいりたいと考えております。 

 次に、特別養護老人ホームの待機者実数、及び解消に向けてのご質問でございますが、

特別養護老人ホームにつきましては、寝たきりや認知症で常時介護が必要であり、自宅で

は介護が困難な高齢者が入所できる施設でございまして、現在、県内に６０施設あり、定

員は３,４７７人となってございます。本市には、施設が３施設ございまして、定員は１

１０人、また、つるぎ町に２施設あり、定員１６５人で運営されております。入所の待機
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者につきましては、県内全域で２,６０６人が待機しておる状況でございまして、本市で

は、市内及びつるぎ町の施設で８４人、市外の施設で２６人、合計１１０人が待機してい

る状況でございます。 

 議員ご指摘の待機者解消の対策についてでございますが、県下の特別養護老人ホームの

新設につきましては、とくしま長寿プランに基づき、県が認可を行い、計画的に整備が図

られることとなっております。その設置基準につきましては、特別養護老人ホームの設備

及び運営に関する基準によりまして、居室は定員４人以下と規定されております。市内施

設におきましても、老老介護等のご質問の中でございましたけれども、４人の居室を始め、

夫婦での利用が可能な２人部屋の居室、また個室も整備されておりまして、個々の事情に

より、利用可能な状況となっております。 

 次に、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型グループホームの設置促進に対するご質

問でございますが、第４期介護保険事業計画で、認知症高齢者のためのグループホームを

新たに２施設指定することとし、そのうち１施設につきましては穴吹地区で本年５月に開

設、また残る１施設についても、美馬地区で１０月開設に向け、現在建設が進んでいると

ころでございます。また本年度には、認知症高齢者の方がデイサービスやホームヘルプサ

ービス、ショートステイ等を利用できます小規模多機能施設介護事業所について公募予定

でございまして、このような施設整備を図ることにより、待機者の解消とショートステイ

等のサービスの充実につながるものと考えております。今後におきましても、介護保険制

度のサービスが必要なときに、安心してご利用いただけるよう市民のニーズの把握に努め

まして、待機者対策も含めた事業の推進を図ってまいる所存でございます。 

 続きまして、空き教室を活用してデイサービスや介護予防事業を実施する施設を考えて

いるのかとのご質問でございますが、近年、急激な少子高齢化、過疎化によります児童・

生徒数の減少により、全国的に休校、また廃校になる学校が増加しております。本市にお

きましても、昭和５４年度以降、幼稚園１２園、小学校が１６校、中学校が５校、休・廃

校になっており、また、現在市内にございます１４小学校と７中学校につきましても、児

童・生徒数の減少により、小規模化が進んでいる状況でございます。 

 議員ご提案の学校の空き教室を利活用し、デイサービスや介護予防施設にすれば、学校

施設の有効活用と高齢者の介護や、介護予防に一石二鳥の活用が図られるものと考えられ

ます。本市におきましては、平成２１年度より、厚生労働省の地域介護・福祉空間整備事

業におきまして、渕名小学校を改修し、渕名老人憩いの家として世代間の交流や介護予防

を行いますとともに、災害時の緊急避難場所としての整備を行っているところでございま

す。 

 今後におきましても、教育委員会と協議を行い、地域の皆様方のご理解をいただきなが

ら、また、本日議員からのご提案も参考とさせていただきながら、学校施設の利活用を図

り、介護サービスの充実や介護予防の推進に取り組んでまいります。 

 次に、介護保険料の減免についてのご質問でございます。介護保険制度は、平成１２年

から施行されまして、その事業計画は、３年を１期間として順次見直しを行うもので、平

成２１年度より平成２３年度までの第４期介護保険事業計画に基づき、現在介護保険サー
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ビス事業、また保険料の徴収等の事務を行っているところでございます。 

 介護保険料につきましても、介護保険特別会計の平成２０年度末の積立金が２億８,０

００万円余りございましたが、１億８,０００万円程度を取り崩すことによりまして、第

３期計画では、基準月額４,９００円であった保険料を第４期計画におきましては、４,４

００円まで抑制をいたしております。 

 また、介護保険料は、被保険者の負担軽減を図るため所得区分に応じた段階的な設定を

行っておるところでございます。第３期計画では、保険料の区分を６段階に設定しており

ましたが、第４期計画におきましては、被保険者の負担区分を細分化し、より実情に沿っ

たものとするため８段階の保険料区分といたしております。 

 介護保険料の減免につきましては、災害等により、やむなく保険料納付が困難となった

場合、その状況により保険料の減免を受ける制度でございます。減免を受けることができ

る事由といたしましては、震災、風水害、また火災等の災害により財産に損害を受けたり、

長期入院や事業の廃止、失業、また干ばつ、冷害等による農作物の不作などにより、収入

が著しく減少した場合、その程度に応じまして、保険料の減額、また免除をしているとこ

ろでございます。 

 グループホームの利用の負担についてのご質問をいただいておりますが、通常利用での

自己負担額は介護保険適用となっておりますが、グループホーム利用における食費や入居

費の利用については、利用者のご負担ということになっております。今般の経済状況下に

おきまして、不況が深刻となる中、失業者が増加し、保険料の支払いや施設の利用者負担

が厳しくなる方々につきましても、今後、相談に応じるなど、きめ細やかな対応をしてま

いりたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 林茂君。 

［２番 林  茂議員 登壇］ 

◎２番（林  茂議員） 

 はい、質問をお願いいたします。 

 先ほどの、通学路の点検でございますが、避難場所の中に、こどもＳＯＳの家、またこ

ども１１０番の家とございますが、こどもＳＯＳの家はどういうとこにあるか、また、こ

ども１１０番はどのように対応しているのか、また、もう１点は、今、美馬市でＬＥＤに

街灯が一部変わっておりますけども、先ほどの質問の中で、同じ電気料で２０ワットから

３２ワットの蛍光灯の器具に交換しているところが、ある市町村であるんですけど、そう

いう工事を、今後、美馬市としても、ＬＥＤやったら非常に予算がないところで厳しいん

で、そういうことができるか、工事を、２０ワットから３２ワットにする場合は、大分費

用が少ないんで、もしそういうことが市として、今後、ＬＥＤのかわりに、こういう器具

を交換していくことができるか、その返答をよろしくお願いいたします。 

 それと、先ほどの乳幼児医療助成制度のことなんですけども、先ほどのご答弁の中で、

近隣市等の状況を踏まえた上でとございますが、美馬市として、魅力あるまちづくり、ま
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た若者が永住できるまちづくりのためにも、是非とも前向きに検討をお願いしたいんです

が、市長のご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。 

 もう１点あります。申しわけありません。介護の方ですけども、先ほどの待機者の件な

んですけども、待機者解消対策の質問の中で、本年５月開設と１０月開設に向けてとあり

ますが、その５月、６月に開設してできて、どのくらい解消できるか。また待機者が、そ

の解消で、どのくらい減っていくかというお答えをよろしくお願いいたします。 

◎市長（牧田 久君） 

 市長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 牧田市長。 

［市長 牧田 久君 登壇］ 

◎市長（牧田 久君） 

 ２番、林議員の一般質問の再問についてお答えを申し上げたいと思います。魅力あるま

ちづくりで、若者が永住できるまちづくりのために、市長の決意をということでございま

す。美馬市の次世代を担う子供たちが健やかに育つ環境づくりは、大変重要であると私も

考えております。今後、計画的かつ効率的な財政運営を図ってまいります中で、財源の確

保に努めてまいりますとともに、この件につきましては、市長会等を通じまして、国や県

にも更なる補助対象の拡大についても、要望も併せてしてまいる中で検討してまいりたい

というふうに考えております。 

◎２番（林  茂議員） 

 ありがとうございました。前向きなご答弁をちょうだいいたしましてありがとうござい

ました。 

◎教育長（光山利幸君） 

 教育長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 光山教育長。 

 質問者は落ち着いてください。 

[教育長 光山利幸君 登壇] 

◎教育長（光山利幸君） 

 先ほど、子供目線での安全対策、ＬＥＤとか、こども１１０番についてご質問ですが、

各学校におきましては、児童・生徒、そして教職員やＰＴＡが一体となりまして安全マッ

プなどを活用して児童・生徒たちの目線に立ち、通学路を中心として点検を行う中で、改

善の必要な箇所につきましては、関係機関に要望し、通学路の安全確保を図ってまいりた

いと考えております。 

 こども１００番の家にご協力をいただいている方には、子供が助けを求めてきたときに、

安全に保護し、警察に通報を行うことにより、子供たちが被害者となる事件や事故を未然

に防いでいただくようにご協力をいただいております。 

 次に、通学路やスクールゾーンの標識の設置につきましては、学校が中心となって、地
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域の警察や道路管理者のご協力を得ながら進めてまいりたいと考えておりますし、また、

先ほどの防犯灯の件につきましては、各学校で点検を行う中で、新しく設置の必要な箇所、

また照度不足などの不具合な箇所におきましては、関係部署に協力を求めてまいり、夕暮

れ時や夜間の児童・生徒の安全確保に努めてまいりたいと考えております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 保険福祉部長。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 保険福祉部長。 

[保険福祉部長 逢坂章人君 登壇] 

◎保険福祉部長（逢坂章人君） 

 グループホーム設置によります、待機者の解消というご質問でございますが、このたび

市内に開設いたします施設につきましては２施設ございます。両施設とも定員は１８名の

規模の施設でございまして、２施設の完了、開設によりまして、３６名の方の入所が可能

となります。これによりまして、待機の解消改善も図られるものというふうに考えており

ます。今後は施設の周知を行いますとともに、サービスを必要とされる方の利用の促進を

図ってまいりたいと考えております。 

 よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 林君。 

［２番 林  茂議員 登壇］ 

◎２番（林  茂議員） 

 先ほどの乳幼児医療制度のお答えですが、是非とも１日も早く実現するよう要望してお

きます。 

 もう１点目に、児童・生徒の安全対策なんですけども、通学路につきましては、再度総

点検が必要かと思います。大人の目線と子供の目線では全く違います。また、子供たちは

大人の想像を超えた行動を取る可能性もございます。子供たちやＰＴＡ、地域周辺の方々

のご意見を聞くことも大事ではないかと思います。とにかく、未来を担う子供たちが安全

で安心して通学できるようまちづくりを強く要望いたします。 

 最後の介護のことですけども、先ほど、保険福祉部長の逢坂さんのご回答ですが、前向

きなご答弁をちょうだいいたしましてありがとうございました。現時点での失業者や低所

得者が何人いるか把握していただき、対応していただきますことを要望して、私の質問を

終わらせていただきます。 

 本日は本当にありがとうございました。 

◎議長（藤川 俊議員） 

 林君、答弁よろしいか。 

◎２番（林  茂議員） 

 はい。 
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◎議長（藤川 俊議員） 

 以上で、林君の一般質問は終了いたしました。 

 お伝えいたします。 

 本日は、これにて終了といたし、残余の一般質問は明日といたしたいと存じますので、

ご協力をお願い申し上げます。 

 本日、これにて散会といたします。ご苦労でございました。 

散会 午後２時５３分 

 


